2016年1⽉発⾏

今⽉のTALKアカデミー
こんにちは。2015年から2016年となり、無事に新年を迎えるこ
とができましたが、みなさんの年末年始はいかがでしたか？バギオ
の年末年始は毎⽇のように花⽕が打ち上がっていました。TALK
ENEセンターの屋上では、年越しの瞬間に打ち上がった⼤きな
↑ Yangcoセンター

素晴らしい花⽕を楽しむことができました。

↑ ENEセンター

さて、今回のニュースレターでは第３回になるBESA主催の海外
就職セミナーについて取り上げます。今年もバギオの語学学校間

での交流イベントを積極的にご案内できればと思います。
さらに、今⽉はTALKのイケメン先⽣として有名なMac先⽣の紹
↑キャンパス合同卒業式

介記事も、併せてご覧下さい。

↑ 卒業⽣代表のスピーチ

↑北ルソン⽇本⼈会（JANL）主催の書き初め教室、フィリピンで書き初め指導のボランティア（⼀部写真の出展：JANL）↑

期間限定キャンペーン情報
TALK ENEセンターでの留学を

2016年2⽉末⽇までに
お申込頂くお客様限定。
（研修開始時期は不問）

特典内容
ENEセンターESLコースを選択する場合
マンツーマン授業を無料で1つ追加
通常5つのマンツーマン授業が6つになります。
AND

お部屋の無料アップグレード
例；3⼈部屋料⾦で2⼈部屋に滞在
ENEセンターTOEICもしくはIELTSコースを選択する場合
お部屋の無料アップグレード
例；2⼈部屋料⾦で1⼈部屋に滞在

BESA主催、第３回海外就職セミナー
TALKアカデミーが所属するバギオ英語学校協会（BESA）の主催で、今回で第３回
になるになる海外就職セミナーを、1⽉15⽇にPINESアカデミーにて開催しました。株式
会社グローバルタッチの瀧川仁権⽒をセミナー講師としてお招きし、フィリピンの語学学校
で研修しながら海外就職を視野に⼊れている、40名以上の留学⽣が集まりました。
世界中を⾶び回り、キャリアカウンセリングの最前線で活躍されている瀧川⽒のご講義は、
参加者からも⼤好評でした。今年もBESA主催でこのようなイベントを企画し、他校⽣徒
さんとの交流も深めていきたいと考えています。

「留学⽣には留学⽣の仕事がある」と題された今回

↑BESAロゴ
↓BESA加盟校

では、どのような点が他の⼈材と異なるのか？グロー

のセミナーの本題は、瀧川⽒（セミナー講師）の

バル⼈材は、⾏動⼒があり、海外⽣活に慣れている

「（セミナー会場に集まっている留学⽣の）みなさんは

だけでなく、⽇本を⾶び出してグローバルスタンダード

とても優秀です」という驚きの⾔葉と共に始まりました。

（世界標準）理解していること。ある程度の期間、

⽇本の半分程の⼈⼝である韓国の留学者数が10倍

異⽂化の⼈間と交流しながら海外⽣活する事でしか

近くになるという統計。その韓国が、産業の各⽅⾯で

得ることのできない客観的な視点をもっています。

⽇本を追い抜いて世界中に進出しているという事実。

そんなグローバル⼈材として、実際に就職活動を⾏

つまり、当セミナーの参加者のようなグローバル⼈材は、

う場合にどのようなことをすればいいのか？⼀般的な

現在の⽇本で限りある存在で、必要にされている⼈材

就職活動の共通点と相違点を考慮した上で、⾃⼰

であると仰っていました。

分析や⾯接のノウハウをご教授いただきました。

↑ ⼤盛況のセミナーの様⼦＠パインス語学学校↑

↑ ㈱グローバルタッチ様 HP

12⽉の BEST TEACHER（TALK ENEセンター)
TALKアカデミーの各キャンパスで⽉に１度⽣徒の投票によって選ばれる
BEST TEACHER。先⽉、BEST TEACHERに選ばれたMac先⽣のコ
メントをご紹介したいと思います。Mac先⽣の謙虚さと語学学校講師とし
てのプロ意識がうかがえるでしょう。英語のコメントの抜粋になりますが、ぜ
ひ⼀読してみてください。
To be successful in one’s chosen career, we have to devote ourselves
to it. Maybe, this belief has put me to where I am right now. It is not easy to
be in this position, being the best teacher, as people around you would expect
more from you and this means more responsibilities. However, it makes me
love my job more and have boosted my morale even more. I know all of the teachers of TALK academy are
deemed worthy to be called “Best Teacher” because I believe we work hard for the same goal which is to help

our students build strong foundations in order for them to survive and be successful in this competitive world.
To see your students succeed, for sure, is the greatest achievement a teacher could ever have. Thus, we make
every effort to help them not just by educating them but supporting them. As a matter of fact, teaching was
not my piece of cake until I started imparting what I knew several years ago. It is no easy task at first but I have
learned to love it. I realized that it does not matter why you started, what matters are the things you learned
during the process and how you are going to use it. Teaching is a rewarding job and being recognized as one of
the bests in such field is a fulfilment. Being a teacher is not just about educating it is also about learning;
learning how to deal with different students, learning what each student’s strengths and weaknesses are and
more importantly learning how to best help your students. I can’t find a word to express how grateful and
honored I am to receive this award. I just want to say thank you to all of my students who regard me as one of

their best mentors in the academy. Also, I am pleased that I have friends whom I can call “Family”.
Cheers to everyone!!!
MAC JORDAN COSALAN

料⾦表改訂のご案内（TALKアカデミー)
皆様からのご要望により、2016年1月12日以降のお申込
から、 従来の米ドル建ての弊校の学費を、日本円建ての料
金へと改定させていただきました。現地お支払い費用（SSP・

ビザ延長費用、光熱費、教材費など）に関しては従来通り、
弊校に到着後にフィリピンペソでお支払いいただきます。
日本円建ての料金表の方が、お客様が他校様と学費を比
べる際や、ご予算を計算する際に、便利であると存じます。
何卒、ご理解の程、宜しくどうぞお願い申し上げます。

改定前

改定後

授業料

⽶ドル建て

⽇本円建て

⼊学⾦

$100

¥10,000

団体ピックアップ
費⽤

$50

¥50,000

個⼈ピックアップ
費⽤

$200

¥20,000

現地お⽀払い
費⽤

⽐ペソ⽀払い（変更なし）

学⽣の国籍⽐率と⽇本⼈⽣徒の研修期間の統計
ENEセンター
5%

研修期間統計

Yangcoセンター

（⽇本⼈⽣徒のみ）

1%

18%

9%

（2016年1⽉現在）

7週刊未満

日本人
韓国人

50%

台湾人

68%

50%

99%

中国人

ENEセンター空室状況

8～11週間
12～15週間
16週間以上

Yangcoセンター空室状況

男性寮

男性寮

1⼈部屋

2⽉7⽇（⽇）以降受付可能

3⼈部屋

3⽉6⽇（⽇）以降受付可能

2⼈部屋

2⽉7⽇（⽇）以降受付可能

4⼈部屋

2⽉7⽇（⽇）以降受付可能

3⼈部屋

3⽉20⽇（⽇）以降受付可能

⼥性寮
1⼈部屋

2⽉7⽇（⽇）以降受付可能

2⼈部屋

2⽉7⽇（⽇）以降受付可能

3⼈部屋

2⽉7⽇（⽇）以降受付可能

⼥性寮
3⼈部屋

3⽉6⽇（⽇）以降受付可能

4⼈部屋

2⽉7⽇（⽇）以降受付可能

※空室状況は2016年1⽉末現在になります。最新の
空室状況は下記のメールアドレスまでお問い合わせください。

マニラ空港からのピックアップと公式OTEIC⽇程に関して
団体ピックアップ
費⽤：¥5,000

時間： 22:00〜26:00

2⽉

7⽇、21⽇

5⽉

1⽇、15⽇、29⽇

3⽉

6⽇、20⽇

6⽉

12⽇、２6⽇

4⽉

3⽇、17⽇

7⽉

10⽇、24⽇

個⼈ピックアップ
費⽤：¥20,000

⽇程：いつでも可能

※2016年1⽉より⽇本円建ての料⾦になりました。

TOEIC公式試験（バギオ）
費⽤：2000ペソ

（+200ペソの送料）

⽇程：指定⼟曜⽇（午前中）
2016年3⽉19⽇・4⽉9⽇
5⽉7⽇・6⽉4⽇・7⽉2⽇

場所：HELP Martins
（タクシーで15分程度）

*お問い合わせ
E-mail : info@baguio-talk.com HP：http://baguio-talk.com

