-フィリピン留学ならBaguio JIC-

楽しかっただけの留学で
満足ですか？

満足できない人だけこの先を読んで下さい。

理念
確実に英語が伸びる教育サービスを
お手頃な価格で提供する

〜10年の歴史と実績〜

ご挨拶
もう10年近く前のことです。私は妻と一緒に フィリピンを訪れ、英語
を学びました。オーストラリアに移住する前の準備学習が目的でした。
そしてその際、
フィリピンの英語教育の質の高さにとても感銘を受け
ました。

フィリピンで英語を学んでいくうちに私の心の中で「こんなに素晴らし
いチャンスをもっと多くの人に知ってもらいたい」
という想いが強くな
っていきました。
このビジネスが多くの人の人生をいい方向に導くと
いう確信が芽生えたのです。

その後、妻をなんとか説得し、
フィリピン留学の聖地バギオで英語学
校を開校しました。たった１人の生徒から始まった学校も今では多く
の従業員とクライアントに支えられ大きく成長することができました。
これからも英語教育を通して1人でも多くのクライアントの人生にプラ
スの影響を与えるために全力を尽くします。
皆さんがJICをきっかけに世界に飛び出していく日がくることを願って
止みません。

Baguio JIC CEO | Leo
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長年の経験から培った強みがある
-JICのトリプルＡサービス-

確実に英語が伸びる
-Accurate Improvement-

バギオで唯一の超初級者専門Intensive Basic ESLコース。実
践英会話力を伸ばすPower Speaking ESLコース。英語圏への
移住や留学をする人向けのIELTSコースなど、あなたのレベル
、目的、学習スタイルに合わせたカリキュラムを提供していま
す。加えて、経験豊富な講師とマネージャー陣があなたの英語
学習を戦略的にサポートしますので限られた時間の中でも確
実に英語力を伸ばしていくことができます。

ゲストハウスのように快適な学生寮
-Accommodation-

当校は2つの校舎を所有しており、
どちらの校舎も快適な留
学生活を過ごしていただける環境が整っております。
Intensive Basicキャンパスは、2014年に新設されたばかり
で綺麗な寮です。Power Speakingキャンパスは、全部屋に
キッチンが設置されていたり、4人部屋がメゾネットスタイ
ルになっているなど他の学校にはない特徴があります。長
期滞在者でも満足できるクオリティーです。

格安の留学費用
- Aﬀordable Price -

確実に英語が伸びる教育サービスをお手頃な価格であな
たにご提供するのが当校の使命です。そのため、留学費用
は他の学校と比べお手頃な設定になっています。加えて、ユ
ニークな割引キャンペーンも随時実施しています。
それらを
うまく活用して更にお安く留学ができます。確実に英語が伸
び、快適な留学生活を送れる上に値段が安い。それが当校
の魅力です。

ゼロから英語を学び始めて、短期間で最低限のコミュニケーションがとれるぐらいま
で英語力を付けたい。

JICなら満たせる
5つのニーズ

近い将来ワーキングホリデーか世界旅行にいくつもりなので、最低限日常会話がこ
なせるぐらいの英語力を身に付けたい。
英語はある程度できるけど、英語圏への留学（または移民）を考えているから、今より
さらに高いレベルの英語力を身に付けたい。
規模が大きくて大人数の学校よりは、小規模でアットホームな環境が好き。
正規の日本人スタッフが働いていて、安心のサポートが受けられる学校がいい。
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Intensive Basicキャンパス

適正レベル
超初級者向け

-バギオで唯一の超初級者専門校舎-

・最大学習時間は1日13時間。短期で超初級から中級レベルに英語力を伸ばす

おすすめ

・マンツーマンで英語の基礎知識を学び、
グループ授業で英会話に自信をつける

3ポイント！

Intensive Basic ESL

・2週間に1回のレベルテストで弱点を正確に把握し、的確な学習指導

1:1

通常グループ

オプショングループ

単語テスト

自習

合計

6時間

2時間

2時間（任意）

必須

3時間

13時間

スケジュール

内容

6:30 - 7:20

朝食

1：1クラス

7:20 - 8:10

1：1クラス

8:20 - 9:10
9:20 - 10:10
10:20 - 11:10
11:20 - 12:10
12:10 - 13:00
13:00 - 13:50
14:00 - 14:50
15:00 - 15:50
16:00 - 16:50
17:00 - 17:50
17:50 - 18:50
19:20 - 19:40
19:40 - 22:30

1：1クラス

マンツーマン

1：1クラス
昼食

1：1クラス
1：1クラス

グループクラス
グループクラス

オプション/ 休憩
オプション/ 休憩
夕食

最初の2週間は、指定された講師
の下で教科書をベースに各教科
を学びます。2週目以降は、担当講
師を選択できるようになり、
自分
の克服したい科目を申請して授
業を行います。

単語テスト

各生徒に一人ずつ講師が学習アドバイザ
ーとして付く制度です。2週間に1回行われ
るレベルテストの後に、英語教育のプロか
らアドバイスを受けることで的確な学習戦
略をたてることができます。

98％

始めの4週間はネイティブ講師と
一緒に発音、
日常英会話のフレー
ズを学びます。その後、
レベルに応
じてディスカッションかディベート
の授業を受講します。

−グループクラスの特徴−
JIC スピークアッププロジェクト

強制自習

フォスターペアレンツ制度

グループ
英会話に自信をつけよう！

苦手科目を徹底的に克服

1.英語に慣れる

2.アウトプットする

3.英会話の基礎を習得

超初級者は、英語に慣れる
のが何よりも大切です。そ
のため、始めの4週間のグ
ループクラスでは、ネイテ
ィブ講師と一緒に発音、
日
常英会話のフレーズを学
び英語に慣れていきます。

ネイティブとのレッスンの次
は、同レベルの生徒と一緒に
ディスカッションかディベート
の授業を行います。そこで自
分のアイデアや意見をアウト
プットする訓練をします。

4週間のネイティブ講師との
レッスン、その後レベルごと
のディスカッションやディベ
ートの訓練を通して、約8週
間で基礎英会話力を身に付
けます。

【始めの4週間】
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平日外出禁止

無料オプショングループ

・超初級者用リスニング
・超初級者用英文法

【4週間以降】

【ゴール】

初めからネイティブ講師と一緒
に学べることは、英語に慣れるう
えで大きなメリットになるはず
だ。一緒に楽しみながら英語を
学んでいこう！
グループクラス講師｜レイモン先生

98％の学生が総合的に英語力を伸ばした！
2015年に行った調査により、98％の学生が総合的な英語力を伸ばしていることが判明
しました。ほとんどの生徒がBasicレベルで入学し、Interレベルまで成長しています。最
大13時間にも及ぶ学習時間の確保と的確な学習サポートがあるからこそ実現できる結
果です。

最大定員：70名
国籍比率
-国籍比率
日本人：10％
韓国人：80％
台湾人：10％

おすすめ

10％

3ポイント！

80％

10％

部屋タイプ：2人部屋 / 3人部屋 / 4人部屋

1. 2014年に新築された綺麗な校舎と学生寮
2. 通りから離れているので静かで快適
3. テラスがあるので昼間は外でのびのびと授業が可能

寮設備
- 全部屋WiFi使用可能
- 各階にウォーターサーバー完備
- ホットシャワー
- 各部屋に冷蔵庫完備
- 発電機（教室）、給水タンクあり
- 食堂はPower Speakingと共用（時間帯が異なる） - 掃除、洗濯は週3回
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Power Speakingキャンパス

適正レベル
初級・中級者向け

-実践英会話力またはIELTSスコアを伸ばす校舎-

平日外出可能

IELTS Test Takers/IELTS点数保証は除く

・幅広いニーズに対応できるESLコースと長年の経験と実績を誇るIELTSコースが強み

おすすめ

・毎週クラス変更が可能な上に自分好みに授業内容をカスタマイズ可能

3ポイント！

・ESLコースは、2週間後に無料でグループクラスを追加可能（Warm UP ESLは除く）

コース

1:1

通常グループ

特別グループ

合計

Warm Up ESL

4時間

2時間（任意）

−

8時間

プログラムA

4時間

4時間

−

8時間

プログラムB

6時間

2時間

−

8時間

Native ESL

*4時間

2時間

ワーキング
ホリデーESL

4時間

2時間

TOEIC

豊富な
グループクラス
通常グループクラス

・発音矯正 ・リーディング
・コンポジション ・CNN
・TOEICスピーキング ・パターン
・ネイティブ英会話 ・文法

2時間（ネイティブ英会話） 8時間

特別グループクラス

（ネイティブ英会話）

2時間

（ワーホリ対策）

8時間

4時間

−

4時間（TOEIC R/L)

8時間

IELTS Build Up

6時間

−

3時間(IELTS専門）

9時間

IELTS Test Takers

6時間

−

3時間(IELTS専門）

*12時間

・TOEIC(R/L)
・ワーキングホリデー対策
IELTSグループクラス

・BBCリスニング
・IELTS発音矯正
・IELTS英文法
・TEDスピーチディベート

*Native ESLのマンツーマンのうち2時間は、ネイティブ講師との授業になります。
*IELTS Test TakersとIELTS点数保証コースは、3時間の強制自習があります。

スケジュール

プログラムＡ

Test Takers IELTS

6:30 - 7:20

−

朝食

7:20 - 8:10
8:20 - 9:10
9:20 - 10:10
10:20 - 11:10
11:20 - 12:10
12:10 - 13:00
13:00 - 13:50
14:00 - 14:50
15:00 - 15:50
16:00 - 16:50
17:00 - 17:50
18:00 - 18:50
18:50 - 19:30
20:00 - 20:40
20:50 - 22:00

朝食

グループ

1：1クラス

スピーキングＢ

1：1クラス

スピーキングＡ

1：1クラス

リスニング

昼食

昼食

1：1クラス

リーディング

グループクラス

ライティングＡ

グループクラス

休憩

グループクラス
グループクラス

ライティングＢ

グループ or 自習

夕食

夕食

自由（外出可能）
門限22時
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入学条件

5.5
4.0

6.0
5.0

6.5
6.0

7.0
6.5

指定留学期間
12週間

4人のネイティブ講師が所属
ネイティブ講師が多いのもJICの強みのひとつ。Power
Speakingに3名、IELTSに1名の計4名のネイティブ講師
が所属しています。国籍もアメリカ人とイギリス人がお
り、異なるアクセントを聞き取る練習ができます。

グループ or 自習
単語テスト
（必須）
強制自習

70％の生徒が8週間で英会話力を伸ばした！

70％

保証点数

公式テスト
1回分無料

休憩

休憩
休憩

IELTS点数保証コースも提供！

2015年に行った調査により、平均8週間
の滞在で70％の生徒がスピーキング力
を向上、80％の生徒がライティング力を
向上していることが分かりました。実践英
会話を鍛えるなら、
こちらのキャンパスを
選びましょう。

10週間で平均1.0〜1.5ポイントのスコアアップ！
2015年に行った調査により、平均滞在期間10週間で多く
の生徒が1.0〜1.5ポイントのスコアを的確に伸ばしてい
ることが判明しました。
このような結果が出せるのは、当
校が長年の経験と研究から生み出したオリジナルの
IELTS教育メソッドがしっかり機能している証拠です。

国籍比率

おすすめ

30％

3ポイント！

55％

15％

最大定員：70名
部屋タイプ:セミシングル / 2人部屋 / 3人部屋 / 4人部屋

1. 部屋にキッチンが付いていて料理が可能
2. メゾネットスタイルで窮屈さを感じさせない4人部屋が大人気
3. 快適なお部屋で20代からシニア層まで幅広い年齢の受け入れ経験豊富

寮設備
- 全部屋WiFi使用可能 - シャワーとトイレが別 - 運動施設、簡易ジム有り
- 各部屋に冷蔵庫、
ウォーターサーバー、キッチン完備 - 発電機（教室）、給水タンクあり
- 食堂はIntensive Basicと共用（時間帯が異なる） - 掃除、洗濯は週3回
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学習サポートも充実

徹底的なデータ管理

生徒ごとに個別の成績プロファイルを用意。各科目の成績を
管理するため正確な弱点の把握が可能です。マネジメントと
講師はいつでもその情報を共有しコンサルテーション時に弱
点を克服するための的確な学習戦略を提案します。

講師は即戦力を採用

当校の講師は、9割以上が正規雇用です。即戦力になる講師の採用をモ
ットーに求人を行っています。模擬授業ではマネジメントも参加し、講師
の力量とサービス精神に至るまで徹底的にチェックします。教育をサー
ビスとして考える当校ならではの視点と取り組みです。
また、
ワークショ
ップ型のトレーニングも毎月行い、教育環境の向上を図っています。
ヘッドティーチャー| Lou
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留学生活に更なる付加価値を提供

快適な寮環境
当校の寮の快適さはバギオ随一といっても過言ではありません。
2014年に新設されたばかりのIntensive Basicキャンパスやお部屋
にキッチンが完備されたPower Speakingキャンパスのなど、特徴
の異なる2つの寮を所有しております。寮の生活環境は、留学生活
の質を大きく左右するポイントの一つです。JICはゲストハウスの
ように快適な学生寮を提供していますので、8週間以上の中・長
期の滞在を計画されている方でも安心して留学生活を送ること
ができます。

日本食も食べられる

毎週火曜日と木曜日のランチには必ず日本食メニューが提供さ
れます。牛丼や親子丼、ハヤシライスなど日本人生徒の口に合う
料理です。韓国系語学学校では毎日辛い食事がでるのではない
かと心配される方もいます。JICも韓国料理がメインにはなります
が、
日本食やアメリカンブレイクファストなど幅広いメニューも提
供していますのでご安心ください。

安心のマネジメントサポート

JICでは、経営陣と対等に話ができる日本人の正規スタッフが所
属しているため問題への対処も迅速です。
また、
日本人専用ナイ
トクラスを無料で開催し、初級者向けに文法や英会話に役立つ
フレーズなどを教えるなど学習面でのサポートも充実しておりま
す。
ナイトクラスは学生マネージャーの主導で行われ、毎回意識
の高い生徒が参加しています。

JICはここまでやります！
JICはオンライン英会話会社と業務提携を行
い、留学前のオンラインクラスを”無料”で提
供しています。なぜなら、留学前の事前学習
は、留学の効果を最大化する上でとても重
要であると考えているからです。
この無料留学前オンラインクラスは、少しで
も多くの生徒に効果的な教育サービスを届
けたいという想いから生まれました。是非と
もご活用下さい。
※サービスについての詳しい内容は代理店スタッフに
お尋ね下さい。
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留学モデル
JICでの8週間

ある男子学生の8週間の留学生活をモデルとしてご紹介します。
これを読めば
あなたが留学の中で経験する流れをイメージやすくなります。

留学前

JICの留学前無料オンラインクラスと留学前コンサル
テーションを使ったおかげで、
日本での事前学習がし
っかりできた。事前学習は留学の質を大きく左右する
からこういったサービスがあるのは心強い。

ピックアップ

団体ピックアップを使用し、深夜にマニラからバギオ
へ向かう。片道6時間の道のりは少しキツイと思ったけ
ど、着いてしまえばあっという間だった。

留学初日

2週目

4週目

学校に到着後、
レベルテストを受ける。午後はショッ
ピングモールで買出し。次の日から授業が始まると
思うと緊張する。
授業が始まって2週目、始めは英語でのコミュニケー
ションに戸惑ったけど少しずつ慣れてきた。
でも、
ま
だまだ課題は多い。
1ヶ月が経ち、友達も増えて、生活や授業にもだいぶ
慣れてきた。
片言だけど英語を使ってコミュニケー
ションがとれるようになってきた。平日は勉強。週末
は友達とBBQやサーフィンを楽しんだり、
メリハリの
ある生活を送っている。

6週目

留学生活も後半に突入。僕はリスニングが苦手な
ので今は弱点を克服するための学習に集中してい
る。
まだ理想には届いていないけれど勉強の仕方
が何となく分かってきたのは大きい。

8週目

あっという間に最終週に突入。今では英語の勉強
にも慣れ、最低限の日常会話やコミュニケーション
ならとれるようになってきた。英語の勉強が楽しく
て仕方がない。

卒業

卒業後は、オーストラリアでのワーキングホリデー
が控えている。
まだ英語を流暢に話せるレベルで
はないけど、2ヶ月前の自分と比べ目に見えて成長
できた。
ここに来る前は、
フィリピン人や韓国人、台
湾人と当たり前のように英語でコミュニケーション
をとるなんて想像もできなかった。jiCに来て本当
に良かった。

正規日本人スタッフからのコメント
留学の目的は英語の上達。
でも、思い出作りも大切。JICのいい所は、あなたのペースで生活に
オン/オフのメリハリを付けられることです。
アットホームな生活環境の中で国籍や世代を超え
た貴重な出会いや交流が生まれます。
また、英語を学びながら自分の将来についてじっくり考
える時間も持つことができます。それらは、お金では買えない貴重な体験になるはずです。少し
でも留学に興味があれば思い切って一歩踏み出して下さい。後悔はさせません。バギオでお
会いできることを楽しみにしております。
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氏名 野口 智也

役職 日本人副校長

出身地 茨城県

備考 自身も 2012年にJICで英語を学んだ卒業生

留学体験談

氏名：末本 充洋

滞在期間：8週間

ニックネーム：SUE

コース : ESLプログラムA
英語の伸びをチェック！

右側のQRコードから
SUEさんの英語がどれ
ぐらい伸びたのが動画
でチェックできます。

https://www.youtube.com/watch?v=LjbdADLMu0E

Q1: 留学した頃と今とで英語力にどんな変化を感じますか？

留学当初は、英語を聞いて頭の中で日本語に変えて、返答を頭で考えて、
それを日本語
に訳してというプロセスで会話していたので、
スピードの面で困っていました。今では相
手が言っていることを英語で理解し受け答えできている気がします。

Q2: 先生の質は、
どうでしたか？

（先生の質は）高いと思います。生徒に合わせて授業をしてくれると感じます。
自分から今
週はリスニングを勉強したいなどと申し出れば、
それに合わせた資料等を準備してくれ
ます。上手く先生を使うことで自分に最適な授業が作り出せると思います。

Q3.寮での生活はどうでしたか？

快適に暮らしています。気候も含め勉強に集中できる環境だと思います。掃除、洗濯、食
事の準備などアテ（清掃スタッフやキッチンスタッフのこと）が行ってくれるので勉強だ
けに集中できます。

Q4.JICはどんな人におすすめですか？

勉強に集中したい人です。気候も涼しく環境面も素晴らしいです。
また生徒さんも意識
高く勉強されているので刺激になります。せっかく留学するのであれば、バギオJICで集
中して行うのが得策だと思います。

Q5.今後留学を考えている人へのメッセージ

自分は、過去にJICで勉強した人のおすすめでJICを選びました。その選択は正しかった
と思います。留学を通じて英語は「学問」
ではなく
「コミュニケーションのツール」
でしか
ないと考えるようになりました。言語の壁がなくなるだけで、たくさん刺激的なことに出
会えると思います。
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確実に英語が伸びる教育サービスを
お手頃な価格で提供します。
-フィリピン留学ならBaguio JIC-

