あなたがJICで得られるもの
もし以下の3つのうちどれか一つでも当てはまるものをお持ちなら、JICはあなたのお役に立てます。

英語力ゼロだけど頑張りたい
JICでは、超初級者を対象とした
Intensive Basic ESLコースをご提
供しております。
こちらは、平日外出
禁止で1日の最大学習時間13時間
の超集中英語学習プログラムです。
短期間で徹底的に知識を詰め込む
日本の学習塾のようなコースとイメ
ージして下さい。英語力ゼロの学生
はもとより、4週間ほどの短い留学期
間しかとれない初級者の方からも人
気のコースです。

スピーキングを伸ばしたい
スピーキングを伸ばすならPower
Speakingコースを受講しましょう。通
常のESLコースに加え、
ネイティブ講
師とのマンツーマン授業が受けられ
るNatie ESLや留学後にワーキング
ホリデーを計画している人のための
ワーキングホリデーESLコースなど
目的に応じた複数の選択肢をご用
意しております。
またグループクラス
も10種類と豊富で、
自由に授業もカ
スタマイズできる柔軟性の高いコー
スです。

IELTSのスコアが欲しい
英語圏の大学に進学する、
もしくは移住
するという方のためにIELTSコースもご
提供しています。4.0ポイントレベルから
スタートされる学生を6.0-6.5ポイントま
で引き上げることで定評があります。教
科書はJICが独自に開発したオリジナ
ルテキストを使用。講師もIELTS専任を
ご用意しています。模擬テストも毎週1回
行い、本番のテストさながらのスケジュ
ールのもとでIELTSテストへの慣れを作
ります。独自のカリキュラムと徹底した反
復練習が確実な成果を生むのです。

百聞は一見に如かず
学生の英語力の変化を公開中
実際にどれぐらい伸びるのかと疑問に思うあなたのために、JIC
では学生の英語力の変化を記録した動画を公開しています。下
記のYoutubeチャンネルからご覧頂けます。
たった数週間の滞
在で起きる英語力の変化に驚かれることでしょう。次はあなたの
番です。

https://www.youtube.com/c/JapanBaguioJIC

10年の経験と実績 -校長からあなたへメッセージ-

Im Bohuk
Baguio JIC CEO

私も10年以上前、
あなたのように英語を学びにフィリピンに訪れた学生の一人で
した。
もともとは、妻と一緒にオーストラリアに移住する前の準備学習のつもりでフ
ィリピンを訪れ、英語を学び始めました。
しかし、留学中にフィリピンの英語教育の
質の高さに感銘を受け、
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り、英語学校を始める決意をしました。
あれから10年
、初めは1人の生徒と3人の講師から始まったこの学校も、今では100人上の学生
や従業員を抱える程に成長しました。
これは全て私に協力してくれた皆のおかげ
です。
そんな優秀な仲間に囲まれているからこそ、私はあなたに自信を持ってJIC
で英語を学ぶことをお勧めできます。ぜひ思い切って日本を飛び出してください。
海外にはあなたの人生を変えるきっかけがたくさんあります。10年の私がそうだっ
たように。
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超初級者用集中プログラムを提供
～ Intensive Basicキャンパス ～
英語をゼロから学び始める超初級者に特化したコースです。超初級から中級レベルに成長したい人向けにデザイ
ンされており、弱点の強化に重点を置いた詰め込み型マンツーマンクラスと最大13時間の学習量が加速的な成長
を可能にします。

Light IB ESL

4時間

2時間

2時間

3時間

IB ESL

6時間

2時間

2時間

3時間

グループクラスの特徴

マンツーマンクラスの特徴

基礎固めを徹底

ネイティブ講師と英会話

ほとんど英語の話せない超初級者レベルの学生はま
ず知識をインプットすることが必要です。マンツーマンク
ラスでは専任講師の下で英文法を中心に、
リスニング、
リーディング、
ライティングのテクニックを学びます。単語
テストも毎日あるので英語の基礎を徹底的に身に着け
ることができます。

始めの4週間は必ず、
ネイティブ講師の英会話グルー
プクラスを受講できます。授業の内容は、
日常会話で
頻出する英会話の練習や発音矯正などを行います。
初めからネイティブ講師との英会話に慣れることがで
きるというメリットがあります。

日本人専用のナイトクラスも受講可能
JICでは、
日本人限定で無料ナイトクラスも開設しています。講師は、
現役英語教師です。初級レベルの生徒向けの文法クラスや中級レ
ベル向けのディスカッションクラスを実施しています。英文法クラス
は、
日本語で英文法の基礎が学べるということで特に大人気のクラ
スとなっています。

-ナイトクラス担当講師より一言 はじめまして、
ナイトクラスを担当しているカズです。JICに来る前、
日
本では英語の教員をやっていました。現在、バギオの大学で英語学
習法を研究しているところです。JICメンバーとして、英語学習者とし
て、
いっしょに頑張っていきましょう。英語に関する相談があれば、
い
くらかお助けできるかもしれません。気軽に声をかけて下さい！
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学生寮の詳細
定員

70名

国籍

日本（10％）、韓国（80％）、台湾（10％）

部屋タイプ

2人部屋、3人部屋、4人部屋

部屋設備

・ホットシャワー・トイレ・冷蔵庫など

外出

平日：禁止 /土：門限1時/日：門限21時

学生寮の概要
2014年に建てられた綺麗で清潔感がある寮
です。部屋はそこまで広くないものの生活に
は不自由ありません。
各階にウォーターサー
バーが設置されており、
お部屋でWi-Fiの使
用も可能です。

1日のモデルスケジュール
6：30-7：20

朝食

7：20-8：10
8：20-9：10

1時限目

9：20-10：10
10：20-11：10

2時限目

11：10-12：00

昼食

12：00-13：50
13：00-14：50

3時限目

14：00-14：50
15：00-15：50

4時限目

16：00-16：50
17：00-17：50

5時限目

17：50-18：50

夕食

19：20-19：40

単語テスト

19：40-22：30

強制自習

ミナさんの学生体験談
お名前

吉村 美波さん

ニックネーム ミナさん
コース
滞在期間
お部屋

IB SELコース
12週間
女性4人部屋

-これから留学を考えているあなたへ一言 10％だった英語力と自信が50％に増えました。
この基礎があるからこそ次
のカナダでも自信を持つことが出来ます。1度しかない人生に可能性を与え
てくれる留学。
日本では得られない体験をぜひご体感ください。
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スピーキング向上とIELTSに特化
～ Power Speakingキャンパス ～
Power Speakingキャンパスでは、
スピーキング向上を目標としたESLコースとIELTS対策コースをご提供しています。
ESLコースは、選択肢が幅広いので卒業後の進路に合ったコース選択が可能です。IELTSコースでは、3種類の選択
肢をご用意。IELTS Build Upは、IELTSの教育メソッドを使って英語力を強化したい人向け、Test Takersと点数保証
コースは、
テスト対策に特化した授業内容になっています。

Power Spaeking ESL
Warm Up ESL

4時間

2時間

Power Spwaking ESL A

4時間

4時間

Power Spwaking ESL B

6時間

2時間

2時間

2時間

Native ESL
Native

2時間

ワーキングホリデーESL

2時間

ワーホリ対策

TOEIC

2時間

2時間

2時間

2時間

Native

ワーホリ対策

6時間

4時間
TOEIC

※3週目から2時間グループクラスのみ無料で追加可能

IELTS
IELTS Build Uｐ

6時間

3時間

IELTS Test Takers

6時間

3時間

3時間

※指定留学期間12週間の点数保証コースも有り

マンツーマンクラスの特徴

ESL：学生のニーズに応じた授業
Power Speaking ESLのマンツーマン授業は、
学生が学びたい科目を指定できます。講師は、
あなたが
学びたい科目とレベルに沿って100種類以上の教科書
の中から適切な教科書を選び、授業を行います。

IELTS：専任講師と徹底的にテスト対策
JICのIELTSコースは、6時間のマンツーマン授業を提
供しています。内容は、
スピーキングとライティングがそ
れぞれ2時間ずつ、
リスニングとリーディングがそれぞれ
1時間ずつです。
日本人が特に苦手なスピーキングとラ
イティングに多くの時間を割けるのでスコアアップの速
度が上がります。
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グループクラスの特徴

ESL: グループクラスは10種類！
CNNリスニングや発音矯正、
ネイティブ英会話など10
種類あるグループクラスの中から好きなクラスを選びス
ケジュールをカスタマイズすることができます。伸ばした
い科目に沿ってあなた好みの学習プランを作りましょう。

IELTS: 参加は任意もユニークなラインナップ
IELTSではTEDスピーチディスカッション、IELTSリスニ
ング、IELTS英文法の3つのグループクラスを提供してい
ます。特にTEDスピーチディスカッションは、学生から人
気です。IELTSの場合、
グループクラスへの参加は任意
になります。

学生寮の詳細
定員

70名

国籍

日本（30％）、韓国（55％）、台湾（15％）

部屋タイプ

セミシングル、2人部屋、3人部屋、4人部屋

部屋設備

・ホットシャワー・トイレ・冷蔵庫・テレビ
・クローゼット・電気コンロなど

外出

月～木・日：門限22時 /金・土：門限なし
※IELTS Test Takersは、平日外出禁止

学生寮の概要
中長期滞在の方でも快適にお過ごしいただ
ける寮環境です。
お部屋に電気コンロがあり
料理も可能、部屋でWi-Fiも使えます。運動施
設も併設されておりバスケットボールなども可
能です。

1日のモデルスケジュール
PS
6：30-7：20

IELTS
朝食
選択グループ

スエさんの学生体験談
お名前

7：20-8：10

朝食

8：20-9：10
9：20-10：10

1時限目

1時限目

コース

10：20-11：10
11：20-12：10

2時限目

2時限目

滞在期間

12：10-13：00

昼食

13：00-13：50
14：00-14：50

3時限目

3時限目

15：00-15：50
16：00-16：50

4時限目

4時限目

17：00-17：50
18：00-18：50

5時限目

5時限目

18：50-19：30

夕食

19：30-20：40

自由時間

単語テスト

19：30-22：00

点呼

強制自習

昼食

ニックネーム

お部屋

末元 充洋さん
スエさん
Power Speaking ESLコース
8週間
男性セミシングル

-これから留学を考えているあなたへ一言 自分は過去にJICで勉強した人の勧めで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」
だと思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の刺激
的なことに出会えると思います。悩むのであれば、一歩踏み出してほしいです。

夕食
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安心のサポート体制
JICであなたが行うことは、文字通り勉強のみです。
なぜなら、身の回りのお世話はほぼすべて学校側が受け持
つからです。食事の提供や掃除、洗濯、
イミグレーションの手続きに至るまで面倒な作業は私たちにお任せくださ
い。
あなたが英語学習に集中できるようにしっかりサポートします。

食事
食事は週7日間、毎日欠かさずご提
供いたします。
メインは韓国料理で
すが、週2回ほど日本食メニューも
ご用意しています。
また、週末はブ
ランチ
（遅めの朝食）制度を採用し
ており、
ビュッフェスタイルでバラエ
ティ豊富な食事が楽しめます。

掃除・洗濯
掃除と洗濯は、週3回あります。
JICの清掃スタッフがお部屋をキ
レイに掃除してくれます。
ベッドシ
ーツの交換は、基本月1回ですが
希望があればもっと頻繁に変え
ることもできます。洗濯ものに関し
て、
キロ数の制限などはございま
せんのでご安心ください。

イミグレーション手続き
面倒なイミグレーションでのビザ
更新手続きも全て学校が代行し
ます。JICは、
フィリピン政府から
正式に認められた英語学校です
のでビザの更新やSSP（特別在
学許可証）
の申請などもすんなり
行うことが出来ます。

正規日本人スタッフも駐在

将来を見据えた留学を
-日本人マネージャーからあなたへメッセージ-

光本 孝
Baguio JIC 正規日本人マネージャー

みなさんは、
なぜ留学をするのでしょうか？
留学の目的意識があるかないかで、留学生活の充実度は大きく変わってきま
す。留学後の進路をどうするのかに重点を置いて留学に踏み出すことを強く
お勧め致します。JICには、様々な目的を持ち、英語を学んでいる留学生が集ま
っています。個性豊かな人たちとの、出会いはあなたに新しい刺激を与え、人
生を大きく変えてしまうほど経験となるでしょう。私もあなたと同じようにJICで
英語を学び、新たなチャンスを掴んだうちの一人です。ぜひ、現地で面と向かっ
て話せることを楽しみにしております。
あなたの肌でバギオ留学を体感して下
さい。
その挑戦を全力で応援させて頂きます。

マネージャーのインタビュー動画も
現地であなたをサポートしてくれるマネージャーがどんな人な
のかあらかじめ知ることが出来たら安心ですよね。JICの
Youtubeチャンネルには、マネージャーの光本のインタビュー動
画も掲載してありますのでぜひご覧ください。

https://www.youtube.com/c/JapanBaguioJIC
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優秀な講師が揃う秘密
英語教育において重要なのは、
カリキュラムだけではありません。講師のレベルもまたあなたの英語学習の効果
を左右する大きな要素となります。
レベルの高い優秀な講師を確保するためには、採用、育成、保持の3つの過程
をしっかりと行わなければいけません。JICでは、
その3つの過程において独自の工夫を凝らしています。

採用

育成

JICのモットーは、即戦力人材の採
用です。
そのため、
ヘッドティーチャ
ーのみならずマネジメントも採用プ
ロセスに深くかかわります。
ヘッドテ
ィーチャーは教育スキルを、マネジメ
ントは態度や細かな気遣いなどサー
ビス面をチェックします。教育サービ
スを提供するプロ集団として高い意
識をもって採用を行います。

TESDAの認証を受けた外部機
関と提携し講師のトレーニングプ
ログラムを作成、新人からベテラ
ンに至るまでしっかりトレーニング
しています。
その他にもワークショ
ップ型のトレーニングを行い、講
師のスキル向上に努め、学生の
英語力向上に責任をもつプロの
アドバイザーを育てています。

保持
JICは、講師が長く勤めたいと思え
る環境作りに力を注いでいます。
ア
ットホームな雰囲気を保つために定
期的にピザパーティーを開いたり、
組織の風通しを良くするためにマ
ネジメントと気軽に意見交換ができ
る機会を設けています。
その甲斐あ
ってレベルの高い講師たちがしっ
かり定着してくれています。

教育現場を支えるヘッドティーチャー

Ronald
IELTSヘッドティーチャー

JICに勤務して以来8年、ずっと
IELTS教育に携わってきました。教
育に関する座右の銘は、‟心から情
熱を傾ければ、
目標は達成できる”
です。
あなたの目標スコアを聞かせ
て下さい。No.1IELTS校の名に懸け
て、
私たちがそのスコアを手にできる
ようエスコートします。

Lou

Divine

Intensive Basicヘッドティーチャー

Power Speakingヘッドティーチャー

JICに勤務して4年目になります。超
初級者を受け持つキャンパスのヘッ
ドティーチャーとして常に、講師への
正当な評価と弱点の把握、育成を徹
底しています。
あなたの人生の1ペー
ジにJICでの留学を加えてみて下さ
い。後悔はさせません。
きっと見違え
るほど変わった自分に出会えるはず
ですよ。

JICで働き始めてそろそろ3年が経とうと
しています。私は講師の質の高さこそ教
育に必要不可欠な要素だと思っていま
す。教師たるもの、
クラスで教鞭をとって
いるときだけでなく普段の生活から模範
となる生き方をしなければならないと思
っています。JICには、私がお手本にした
くなるぐらい教養ある講師陣が集まって
いますよ。
あなたの人生の旅路にJICが
加わることを楽しみにしています。
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留学までの流れ-登録編このページでは、留学に至るまでのプロセスを分かりやすく解説していきます。

基本事項決定

空室確認

お申し込み

お支払い

無料レッスン

留学日、留学期間、
希望のコースやお
部屋のタイプなど
基本事項を決定し
ます。

基本事項が決定し
たら、JICの提携代
理店を通してお部
屋の空き状況をチ
ェックしましょう。

希望の日程でお部
屋の空きが確認で
きたら、
お申し込み
登録を行います。登
録は、代理店が代
行してくれます。

学費のお振込をし
て頂きます。入学日
の少なくとも1カ月
前にはご入金頂け
ますと幸いです。

JICでは、入学の4
週間前から無料で
オンラインレッスン
が受講できるサー
ビスを提供していま
す。
ご活用下さい。

STEP

1

STEP

2

STEP

3

STEP

4

STEP

5

※JICは、提携代理店を通してのお申し込み登録のみを受け付けております。

留学までの流れ-渡航編登録が済み、留学日が決まったら、次は渡航の準備をしなければなりません。パスポートの期
限や海外旅行保険への申し込み、航空券の購入などまだまだ必要な手続きがたくさんありま
す。
こちらでは、
そのプロセスを簡単に解説していきます。

LINE
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パスポートの期限

海外旅行保険

スタッフと連絡

パッキング

いざ、出発！

フィリピンに入国する
ためには、パスポート
の期間が留学期間を
含め6カ月以上残っ
ていないといけませ
ん。
しっかりチェックし
ましょう。

万が一のために海
外旅行保険への加
入をお勧めします。

事前に現地スタッ
フの連絡先を確保
しておきましょう。
ピ
ックアップの際に役
立ちます。LINEが
お勧めです。

荷造りを始めましょ
う。
買い忘れたもの
などないですか？し
っかりチェックして
忘れ物のないよう
にしましょう。

飛行機に乗り遅れ
ないように少なくと
も出航の2時間前ま
でには空港に着く
ようにしましょう。
さ
あ、出発です！

渡航2カ月前

渡航2週間前

渡航1週間前

渡航前日

渡航当日

バギオが留学地として優れている理由

本気で英語を学びたい学生ばかりが集まる留学地バギオ。初めは韓国でのみ有名だったこの地が、
ここ数年で
日本人を含むアジア各国の留学生を引き寄せるようになった秘密はどこにあるのでしょうか？実はバギオには、
フ
ィリピンの他の地域に比べて留学に適した3つのポイントがあるのです。

涼しい気候
年間を通して最高気温24度程とと
ても涼しいバギオ。
もともと避暑地
として開発された都市だけあってそ
の住みやすさは格別です。南国な
のに長袖を着ても汗ばまない場所
なんです。天候に勉強のやる気を
左右されることもなくなるので、本
業である英語学習に集中できます。

人材の宝庫

良好な治安
バギオは治安が良いので、長期滞
在者でも安心して留学できるエリ
アです。昔から別荘地として富裕
層が多く住む都市であることや市
の財政が安定しており公務員にし
っかり給与が行き届くため、警察官
がしっかり働くことなどが良好な治
安を保てる条件が揃っています。

バギオはフィリピン国内でも有数
の教育都市として知られていま
す。士官学校や国立・私立大学な
ど20校以上が校舎を構え、各地
からエリートが集まります。バギオ
にある英語学校は、
そういったエ
リートたちを講師として迎え入れ
る幸運に恵まれています。

実は山も海も楽しめる場所
メリハリのある留学生活を
バギオは標高1,500メートルの山岳地にあるた
め山のアクティビティしかないと勘違いされがち
ですが、バスで1時間半も下ればサーフィンや海
水浴が楽しめるビーチに行くこともできます。平
日は、頑張って勉強。休日は、
アウトドアアクティ
ビティに出かける。
そんなメリハリのある留学生
活が送れるのもバギオの魅力です。
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