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WELCOME

フィリピン、バギオシティ
API BECI MAIN キャンパス

TO API
GROUP

1VSPL %POUPHBO #BHVJP$JUZ

API BECI Mainキャンパスは、ESL教育を提供し始めて17年目を
迎える歴史のあるキャンパスです。長年の経験により、私たち
は常に課題を学問的に解決し、挑戦し続けています。
API BECI Mainキャンパスは、大自然に囲まれ、空に近い山頂に
位置し、
とても空気が澄んだキャンパスです。

$".164&4

API BECIは、2003年にフィリピンの夏の首都であるバギオ市にてESL教育センターとしてスタートいたしました。学生の第二言語の習得目標を
サポートするためにさまざまなカリキュラムやサービスを提供します。
API BECIのカリキュラムは、学習者中心であり、学習プロセスを最大限重視し、学習戦略を拡大することで、
より多くを学び、結果としてより効率
的に学習できるよう築きあげました。
学習環境が学習意欲を高める最大な要因の一つとして捉えるAPI BECIでは、学生が自然を常に感じることのできる場所にキャンパスを設立
し、学習を促進することができる快適な環境を提供します。
現在、最も質の高い英語教育を提供するESLアカデミーの一つとして、ESL分野に改革を与えるべく、原点となるMainキャンパスに加え、
さらに
2つのキャンパス[BECI the Cafe（Lady Campus）およびALS Language Center（Vietnam Campus）]を展開し、API BECIはより多くの学生のニー

フィリピン、バギオシティ

API BECI THE CAFE (女性キャンパス)

(MBEJPMB4USFFU"NQBSP)FJHIUT $BNQ #BHVJP$JUZ

API BECI The Cafe（Lady Campus）は、女子学生のみを対象とした、
少人数制の落ち着いた環境を提供するキャンパスです。
API BECI The Cafeの安全とセキュリティ対策は最高仕様となってい
ます。

ズに̀答えています。

يشزكծم٦ىثٝ؍ذء
ALS Language Center

2V DI7ÂO5VɴO 1IáʬOH 5¡O#«OI )ʢ$I¬.JOI

ALS Language Centerは、ベトナムのホーチミンシティに2018
年に設立され、ESL学習者に新しい環境および経験を与えます。
ALS Language Centerの講師陣は、各学生のニーズとレベル
を満たすため、多くの専門知識を持ち、最高品質の教育を提
供します。
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スピーキングスキルの
改善と向上のための
添削システム：
SP動画撮影

REASONS TO STICK WITH

API GROUP
1

3

最高仕様の
講師陣の質

5

API BECIは、
フィリピンに2つ、ベトナムに1

るTESLAと提供しております。TESLA代表

3つのキャンパスを運営することにより、学

つキャンパスを運営しております。
これらの
生にとって選択肢の幅が広がります。例え

は、API BECI Mainキャンパスのトレーニン

ば、Mainキャンパスで2か月程度留学し、ベ

グおよびカリキュラム部門の責任者です。

[1] THE EDUCARE 教育システム
EDUCARE教育システムは、API BECIグループのユニークな取り組みです。学生の情報と学習記録を整理し、オンラインでアクセスすることを
目的としています。 アカデミック情報、進捗レポート、SP動画など、学習に関する全ての情報を、EDUCARE教育システムより 学生、学生のご家
族、代理店は指定されたユーザー名とパスワードを使用することによって携帯やパソコンからいつでもご確認いただけます。
留学期間開始から終了までの間に収集されたすべての情報はEDUCARE教育システム上にエンコードされます。

キャンパスを
選択できる

API BECIグループは、ESL講師の質の向

上に焦点を当てたトレーニング機関であ

教育システムの導入

414QFBLJOH1SFTDSJQUJPO⹛歗乆䕦
כծ"1*#&$*֮דאךيؚٓٗفךծ㷕
欰ؾأך٦ؗٝزأذؚꐮ歗乆䕦׃ծ㼔
ָؿحةأך幐״חהֿׅծ
״꧊⚥
涸٥⸬桦涸דأإٗفז㷕欰ؾأך٦ؗٝ
ٕؗأؚぢ♳ׁהׇֿ湡涸תְג׃ה
ׅկ
41䬐䔲ָؿحةأךٗفׅծ欰䖝ך
갈㡮⳿⸂鎸ꐮַؔرؽ׃㷕欰ָأذ
ز儗ח涪鎉׃鎉衝ג俑㶵ח剅ֹ饯ֿ
׃ծ俑岀ծ涪갈ծ崧冱ׁׅת׃ؙحؑثկ
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إٝزծ
؎ٝطز٦ّءٝծ崧冱ׁծ铂䔿ծ俑
♧ך顐䚍ծⰻ㺁ך姻然䚍ծ耀ֹ䩛ך椚鍑ծ姻
然ז俑岀ծ峤ׁ厫鮾ז邌植ח㛇גְב
幐ׁׅתկ

これにより、API BECIへの有能な講師陣の維

トナムキャンパスにて1か月間留学をするな

が講師陣に提供されることにより、
さらに能

することも可能です。

ど、学生のニーズによって留学プランを提供

持が保証されます。継続的なトレーニング
力と質の向上を高めます。

4

安定した
マネジメント

API BECIは、学生をサポートし、常にプロフ

ェッショナルの意識をスタッフ一人一人が

兼ね備えた最も強力なマネジメントを備え

ております。マネジメントオフィス、
インター
ナショナルアドバイザー、マーケティング部

コースとスケジュール

記録

SP動画撮影のビデオ

学生の選択したコース、開始日と終了日、

学生がAPI BECIにて受験したテスト結果

学生が受けたすべてのSP動画撮影のビ

クラスのスケジュールをご確認いただけます。

をこちらよりご確認いただけます。

デオは、専門スタッフからの添削後に
ご確認いただけます。

3

門、IT・コンピューター技術者、
カリキュラム

コンサルタント、SP動画撮影チーム、
ナイト

クラスコーディネーター、雇用コーディネー
ター、受付、施設管理マネージャーなど、学

校全体の質の維持と改善をするための必要
な部門が全て揃っております。

4

WHY CHOOSE

BAGUIO CITY?

バギオシティ
位置：標高1500ｍに位置する北
ルソン主要都市、マニラから北
へ224km
人口：約272,714人
年間平均気温：19°
C
（統計：2019年8月）

英語を学ぶ理想的な環境

フィリピンの中でも、バギオシティは一年中涼し
い気温を保っています。バギオの気候は、英語
を学習するには最適な場所です。

教育の街〜バギオシティ〜

バギオには、6つの総合大学と医科専門大学、士

官学校以外にも10以上の教育機関があり、教育
水準が高い教育都市として有名です。この利点
を活かし、API BECIでは質の高い講師だけを厳
選し、学生に最高の授業を提供しています。 ま
た、植民地時代にアメリカ人によって都市が開
発されて以来、アメリカの文化と言語は多くの
人々に浸透し、全体的な英語水準は他の地域に
比べ非常に高くなっています。

5

フィリピンで最も安全な街バ
ギオシティ
バギオ市は犯罪率が低いことで知られていま
す。警察署やサービスへのアクセシビリィは、地
元の人々の安全も保証します。

BAGUIO CITY
MANILA

旅行の中心

バギオ市内には多くの観光スポットやアクティ
ビティがあります。公園、
ショッピングモール、そ
の他のレクリエーションエリアは一般の人々が
利用でき、
また多くのレストランやコーヒーショ
ップもあります。他にもラユニオン沿いのビー
チ、パンガシナンのハンドレッドアイランド、コ
ルディジェラで最も人気のある文化遺産の バナ
ウエの棚田など、バギオは様々な観光地に囲ま
れています。

フィリピン

首都：マニラ
言語：英語、
タガログ語
人口：約108,106,310人

為替レート：100円＝49ペソ
時差：日本より1時間遅い
マニラの平均気温：28°
C
（統計：2019年8月）
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API BECI

STRONG P

API BECIの起源
API BECIMainキャンパスは、17年の教育
経験を持つ定評のある老舗語学学校で
す。APIBECIの全ての始まりは、
ここMainキ
ャンパスから生まれました。
さらに、Mainキャンパス、BECI The Cafe、お
よびALSに関連する多くの部門（EDUCARE
教育システム / SP動画撮影 / ITチーム/ マ

CURRICULUM SUMMARY

COURSES FOR ALL

INTS

バギオの自然を一望できる
広大なキャンパスの所有
API BECI Mainキャンパスは、10,000平方メ
ートルを超える広大な敷地面積を所有し
ています。
場所はバギオの山頂近くにあり、豊かな自
然環境で英語学習に励んでいただけます。

多くの学生のニーズに応える
ことができる充実したコース
の種類
API BECI Mainキャンパスは、様々なコース
とプログラムを提供している為多くの学生
のニーズに応えることができます。

コース

SPEED ESL

(SEMI-SPARTA)

説明
SPEED-ESLは、
API BECIの提供する

全コースの中で最も歴史のある代
表となるコースです。

参考期間

対応レベル

9コマ

1〜24週間

全レベル

受け入れ可能な学生人数は200人です。

ネジメント / 教材 ...）は、すべてMainキャン
パスから発信されています。
SPARTA ESL

にタイトなスケジュールにて構成

1〜24週間

全レベル

されたコースです。

API BECI

LEVELING SYSTEM

ース）
は、
ビジネス時に使用される

ビジネス英語スキルを向上させた

1〜24週間

Intermidiateのみ

い学生向けです。

API BECIにて勉強するすべての学生は、研究所によって行われたレベルテストを通じて英語能力を評価されます。API BECIは、学生にに事前
にレベルを示された授業を受講後、全分野のレベルテストを通して彼らの進歩を確認することが適切であると考えているからです。学生は、

TOEIC



TOEFL
PAPER
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*OUFSNFEJBUF


"EWBODFE

"EWBODFE

験にて特定の目標スコア取得を

目的とする学生のためのコースで
す。
各生徒の成績に基づいて目標

公式入学ス
コア

24週間

スコアを保証します。

保証点数



VQ



VQ



VQ

IELTS基礎

て勉強する学生、
基礎内容をしっ

かりと勉強したい学生のためのコ

1〜24週間

入学条件：3.5以上

ースです。

公式入学ス
コア

IELTS点数保証コースは、
IELTS試験
IELTS点数保証

にて特定の目標スコア取得を目的

とする学生のためのコースです。
各生徒の成績に基づいて目標ス
コアを保証します。

وٝخ٦وٝأؙٓو؝
ؚٕ٦أؙٓفو؝
ナイトクラス：3コマ
（オプション）

9コマ

وٝخ٦وٝأؙٓو؝
ؚٕ٦أؙٓفو؝
ナイトクラス：3コマ
（必須）

9~10コマ

IELTS基礎コースは、
IELTSを初め


*OUFSNFEJBUF

"EWBODFE

ٖٕك

1〜24週間

TOEIC点数保証コースは、
TOEIC試
TOEIC点数
保証


#BTJD

#BTJD

盤をしっかりと固めたい学生、
点

数保証コースの条件に添えない学
生のためのコースです。

BLS


'PVOEBUJPOBM







TOEIC基礎

て勉強する学生、
文法や語彙の基

وٝخ٦وٝأؙٓو؝
ؚٕ٦أؙٓفو؝
ナイトクラス：3コマ
（オプション）

9コマ

TOEIC基礎コースは、
TOEICを初め

受講するコースに応じて、毎週および毎月個別に評価をされます。
そして自身の成績に応じて受講するクラスが決定されます。API BECIのレベ
リングシステムは、世界的に競争力のある卒業生を生み出すために国際的に調整しています。

وٝخ٦وٝأؙٓو؝
ؚٕ٦أؙٓفو؝
ナイトクラス：3コマ
（必須）

9コマ

SBEC
（スペシャルビジネス英語コ

SPECIAL
BUSINESS
ENGLISH

マンツーマンクラス：4コマ
グループクラス：2コマ
ナイトクラス：3コマ
（オプション ）

11コマ

SPARTA-ESLは、
短期間で迅速に英
語力の向上を目指す学生のため

授業構成

鹉

保証点数



VQ



VQ




VQ
VQ

وٝخ٦وٝأؙٓو؝
ؚٕ٦أؙٓفو؝
ナイトクラス：2~3コマ
（オプション）

9~11コマ

وٝخ٦وٝأؙٓو؝
ؚٕ٦أؙٓفو؝
ナイトクラス：2~4コマ

（必須）
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SPEED ESL
SPEED ESL（セミスパルタ）は、API BECIの

コースの中で最も長い歴史を誇るプログラ

ムです。同様に、API BECIの留学生の中で最

も多くの学生に選ばれているコースでもあ

ります。

このコースでは、様々なクラスを通して集中

的にスピーキング、
リスニング、
リーディング、

ライティングの4技能をバランスよく勉強す

ることが可能です。

コース期間:
開始日:
対応レベル:
授業構成:

テスト:

_鹉
剢傈

ٖٕك

وٝخ٦وٝأؙٓو؝
ؚٕ٦ˊأؙٓفو؝

ˊأٓز؎شو؝
ّؔءفٝ
剢♧ח䏝41⹛歗乆䕦زأذろ

目的:

・4つのメイン技能（読み・書き・聞く・話す）
を学ぶことで学生の英語力を高める。

対象:

・自分の英語力に自信がない学生や、
もう
一度基礎からしっかりと勉強したい学生。

1:1 CLASS

GROUP CLASS

NIGHT CLASS

• Speaking - 幅広く実用的な単語や表

*新入生の場合、学生の英語レベルによって担
当講師がグループクラスを割り当てます。

•7PDBCVMBSZ
• -PPL8IPˏT5BMLJOH
• /BUJWF4QFBLJOH  
• 1BUUFSO&OHMJTI 
• 4QFBLJOH1SPOVODJBUJPO
• 8IBU$BO*4BZ
• 'VOXJUI$POWFSTBUJPO(SBNNBS

現を学ぶことができ、学校内外で外国人

と円滑な英語でのコミュニケーションを
取れるように勉強します。

• Reading - 読解力と単語強化に力を入

れ、各セクションでは、一般的によく使用

される語彙や慣用句を紹介する興味深

いトピックを勉強することができます。
• Idioms - 教材を通じて様々な慣用句の
異なる表現や形式、意味、時制について
学ぶことができます。

• Expression / Listening /
Grammar / Writing
- コーディネーターにより承認された上

記の授業を講師にリクエストすることが

できます。

• Pronunciation ךג侄勞כח،ًٔ
ؕ薉铂װيؤٔך瀉簭禸ך鎉衝ծ鎉衝ך
ָוזָזאろׅתְגתկ
תծ嫡
갈؎װٝطز٦ّءٝծ鎉ְ㔐׃ծ
ٖـٝر
؍ؚٝ瘝ך䓼ח搊挿縧ְׅתְגկ
• Listening - この教材は普段の生活シチ

*ナイトクラスは、学生のレベルと希望によ
って提供されます。

使用します。学生はニュースの詳細、
メイ

*学生は、最大で3つまでナイトクラスを選
択することができます。

ュエーションから構成されたニュースを

ンアイディア、要約、推論等を聞き、
リスニ
ング力の向上に努めます。

*それぞれのナイトクラスは、1クラス最大
で10人までとなっています。

• Writing - この教材には品詞や節の働

*登録は先着順になっています。

き、文章の構造を含む多くの演習問題が
含まれています。

• Grammar - この教材には時制、質問、
記事などの文法カテゴリーに分類され

ています。

*SPEED-ESLのナイトクラスは、保証金
（500php/1コマ）発生します。
*問題がなかった場合、保証金はプログラ
ム終了後に返金します。

SAMPLE SCHEDULE

デイリースケジュール
授業時間

教科

担当講師



3FBEJOH

5FBDIFS+JTFMMF



($(SBNNBS

($ˊ5$BOEJDF











($-JTUFOJOH
4QFBLJOH
8SJUJOH

-JTUFOJOH

#SFBL

教室
$
'

($5(JOB

&

5%FM

(

-VODI

5&[SBI

#SFBL
5.K

#SFBL

"

)

＊SPEED-ESLの学生は、平日17時以降外出可能です。

ナイトクラス
（オプション）
授業時間

教科



7PDBCVMBSZ



/BUJWF4QFBLJOH



1BUUFSO&OHMJTI



担当講師
5&NNZ

%JOOFS

教室
&

5,FJUI

&

5#VE[

&

"NFSJDBO5FBDIFS

＊学生のスケジュールは、滞在期間とクラスの選択によって異なります。

9
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SPARTA ESL
SPARTA-ESLコースは、ESL学習者の各レベ

ルに合わせて提供されるコースです。
このコ

ースでは、学生の滞在期間中の英語能力の

向上に重点を置いています。
このプログラム

では、
自分から積極的に勉強している学生よ

りも受動的な学生に効果的であり、短期間

で効率的に英語力向上にかなり期待が持て

るでしょう。
そのため、できる限り早く英語

力を向上できるように構造的に管理された

コースとなります。

さらに、多様なグループクラスにより様々な
学習経験が、英語能力を迅速に向上させま
す。
また、SPARTA-ESLコースはSP動画撮影

プログラムによるスピーキング強化を通し

て、すべての学生の表現の誤用、誤った文法
を改善・促進することに焦点を置いていま

す。
また 留学期間中の1週間は、REHAB発音
矯正プログラムに参加いただき、発音の矯
正を集中的に行います。

1:1 CLASS
コース期間:
開始日:
対応レベル:
授業構成:

SPテスト:
Rehab Program:

_鹉
剢傈

ٖٕك

وٝخ٦وٝو؝

ؚٕ٦أؙٓفو؝

أؙٓز؎شو؝
䗳갭
㔐鹉

殅㷕劍⚥ך鹉

目的:

・効率的・集中的に質の高いプログラムを
提供し、
コミュニーケーションの弱点を発
見・改善することで英語を自由に使えるよ
うにする。

対象:

・短期間でスピーキングスキルを向上させ
たい学生。
・受動的な学生で、
スピーキングスキルだ
けでなく自分に自信をつけたい学生。

• Sparta Speaking - 発言する際、
より長
い文章を発言できるようサポートする

• Speaking 追加のスピーキングクラス

・よく使用される表現を理解する。

練習をする機会を提供します。

・話のつながりを理解し、
自分のリス

ィアを表現しながら、
よりスピーキングの

ことを目的としています。
またSP動画撮
影プログラムで学んだレッスンにも対

応しているため、
クラスで学んだ単語や
表現は毎週のスピーキングテストで使
用します。

• Sparta Reading - 語彙力の向上、読

解、質問への回答を通じて学生の理解力

を深めることを目的にしています。

また発音の練習にも役立ちます。

• Sparta Picture Description - 学生が

楽しめるように構成されたアクティビテ

ィを通して、語彙力の幅を広げることを
目的としています。

ただ単に写真を説明するのではなく、学
生に創造的思考を持たせる機会を提供

します。

• Sparta Writing - 創造的かつフォーマ
ルな文章作成を通して、基本的な文章

構造の理解と表現の多様化に焦点をあ

• Sparta GC Listening

では、特定の課題に対して学生のアイデ

GROUP CLASS

・話の趣旨と意見を理解する。

ニング聞き取り・理解能力向上を目
指します 。

影テストを通じて学生の弱点を発見し、
改善するコース設計になっています。毎

週違う文法の勉強に焦点を置き、SP動画
撮影テスト時に学生が勉強した範囲の

文法を使用しなければなりません。
もし
勉強した文法をSP動画撮影テスト時に
正しく使えなかった場合、再度テストを
受験しなければなりません。

このように、学生はSPグループクラス

で学んだことを徹底的に練習していき

ます。

NIGHT CLASS

˖.BDLZU)BQQFO
˖4UJJSVQZPVS#SBJO
˖5IF%FTUSJFS4QFBLJOH-JTUFOJOH
˖3VMFT 3VMFT 3VMFT
˖4QFBL0VU
˖5XJTUBOE$VSMT
˖-JTUFO:P
˖7PDBBOE-JTUFOJOH:P
˖.PSFUIBO8PSET
˖$POWFZB.FTTBHF
˖4QFBLPGUIF8PSET

• Sparta GC Speaking この授業では、

*スパルタの学生のナイトクラスへの参加
は必須です。

ビティを通して学生の自己表現能力を向

*学生は本校が用意したナイトクラスに参
加します。

講師によって用意された様々なアクティ
上させます。

デイリースケジュール
授業時間

教科



4QBSUB($-JTUFOJOH



• Speaking Prescription
（SP動画撮影 ）
- この授業では、文法の授業とSP動画撮

SAMPLE SCHEDULE

41&3FBEJOH



41&8SJUJOH

担当講師

教室

5#MJTT

)
'

($5$IBE
5"MFYB

'

"



4QBSUB($41

($5.BDLZ



4QBSUB($4QFBLJOH

($5%FT

5SBJOJOH3PPN#



4QFBLJOH

53MZO

4$3PPN





41&4QFBLJOH

41&1JDUVSF%FTDSJQUJPO

-VODI
5(FMP

5(SBDF

%

4$3PPN

＊スパルタの学生は月曜から木曜まで外出禁止です。

ナイトクラス
（参加必須）
授業時間

教科

担当講師

教室



4QBSUB/$-JTUFOJOH

/$5.BDLZ

1SFTFOUBUJPO3PPN



4QBSUB/$4QFBLJOH

/$5(SFH

5SBJOJOH3PPN#




4QBSUB/$7PDBCVMBSZ

%JOOFS

/$5.JMSPTF

5SBJOJOH3PPN"

＊学生のスケジュールは、滞在期間と選択されたクラスによって異なります。

てます。
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SPECIAL BUSINESS ENGLISH
SBECコースでは、ビジネスに必要なコミュニケーション言語教育の方針の基づいて、
スピーキング、
ライティング、
リーディング、
リーディングの
分野で、総合的なビジネス英語能力の向上を目的としています。
_鹉

コース期間:

剢傈

開始日:

⚥

レベル:

وٝخ٦وٝو؝

授業構成:

SPテスト:

ؚٕ٦أؙٓفو؝

أؙٓز؎شو؝
ّؔءفٝ
剢♧䏝

目的:

1.ビジネス英語を必要とする様々なシチ

ュエーションに対応できるようにする。
2.ビジネスの世界で使用される文章作
成やスピーキングなど、多様な英語に
対応できるようにする。

3.英語でプレゼンテーションを作成し、

ビジネス会議を円滑に進めるようにする。

条件:

TOEICスコア400点以上またはIELTS

スコア3.5以上の方。

Level 3

キャリア開発

• ビジネスライティング

（ビジネスレポートの作成）
• ビジネスリーディング

（ビジネス記事を読みディスカッション）

SBEC LEVELS

• ミーティング

（内容を理解し、
自分の意見を述べる）

SBECには3つのコースレベルがあり、
それぞ
れのレベルは、特定のビジネス英語のニー

ズと学生のレベル別に対応するように構成
されています。

学生は、
自身でレベルを選択することがで

きます。

Level 1

就職事前準備

• 基本的なビジネス単語

• 履歴書とカバーレターの作成
• 面接練習

Level 2

専門的能力の開発

• ビジネスメールの作成
˖表やグラフの理解

˖ビジネスディスカション

（電話応対やミーティング）
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1:1 CLASS

• Speaking
- Business English Speaking (2 classes)

学生に必要なビジネススピーキング力向上

に焦点を置いてます。ビジネスの関連するト

ピックや議論について、論理的で実用的な
方法で勉強します。

• Listening
Interactive Comprehension (1 class)

音声・ビデオ教材を使用し、実際のビジネス
英語のシチュエーションを想定しながら、学
生のリスニング力を向上させます。

• Writing
- Business English Correspondence (1class)

様々なビジネスレターの構造や構成の仕方

学習することで、学生自身が自らの力でビジ

ネス文章を作成できるようにします。

• Reading
- Business English Vocabulary and
Text Comprehension (1class)

包括的なビジネス教材を使用することで、ビ

ジネス文章の読解力を高め、強化すること
ができます。

GROUP CLASS

˖Business English Activities
(Presentations, Debates, and Role Plays)

Sample Schedule
デイリースケジュール
教科

担当講師

教室



$//-JTUFOJOH

55BZMPS

#

ように練習し、自分に自信をつけ、ビジネス



4QFBLJOH NBSLFU-FBEFS

5*SJT

)

授業を受けることで、効率的に英語力を向



*OUFSWJFX

5(MFOEB

$



7PDBCVMBSZJO#VTJOFTTJOVTF

5)BSZFUI

)

この授業では、学生が他の授業で学んだこ

とを実践して習得していく授業です。実践的

な練習を通して学生は英語を流暢に話せる
の様々なシチュエーションを想定しながら
上することができます。

NIGHT CLASS
*SBECコースのナイトクラスは、-

SPEED-ESLと同様に提供されます。
（

プションにて3コマ）

授業時間








1SFTFOUBUJPO

$//3FBEJOH

5.FMEB
#SFBL

-VODI
#SFBL

5(SFUDIFO
#SFBL

+

$

SEBCの学生は、平日17時以降外出可能です。

أؙٓز؎ش⸇䗳갭
授業時間





教科
1BUUFSO&OHMJTI

/BUJWF4QFBLJOH

担当講師

教室

5#VE[ 'JMJQJOP5FBDIFS

&

%JOOFS

5,FJUI "NFSJDBO5FBDIFS

&

＊学生のスケジュールは滞在期間と選択されたクラスによって異なります。
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TOEIC FOUNDATION
TOEIC基礎コースでは、時間制限を設けたタ

スクや一連のテストを通して、学生がより高

度なレベルのビジネス英語等を理解できる

ように基礎をしっかり構築していくコースに
なっています。

TOEIC GUARANTEE

TOEIC Foundation &
Guaranteeの合同グルー
プクラス

TOEIC保証コースは、公式スコア取得希望の

NIGHT CLASS

学生向けです。
このプログラムでは、適切な

• Dictation and Shadowing
• Speaking Vocabulary
• Grammar

教材、徹底的な講義/演習、模擬試験が提供

されます。学習プロセスは、学生が希望する
オフィシャルスコア取得に向けて3ヶ月で到

*新入生の場合、学生の英語レベルによって

達することを目標とします。

担当講師がグループクラスを割り当てます。

_鹉

期間:

剢傈

開始日:

ٖٕك

レベル:

وٝخ٦وٝو؝

授業構成:

ؚٕ٦أؙٓفو؝

أؙٓز؎شو؝
ّؔءفٝ

目的:

1.リーディング、
リスニング、
ライティン

グ、文法、単語、スピーキングの全科
目のレベル向上を目的とする。

試験:

学生が受験を希望する場合、本校は
模擬試験の提供・実施をすることが

• Speaking スピーキングアクティビテ
ィは、特定のテーマに焦点をあてたバ
ラエティ豊富な質問ご揃っており、柔
軟かつ文脈のある回答をできるように
訓練します。

وٝخ٦وٝو؝

授業構成:

ؚٕ٦أؙٓفو؝

أؙٓز؎شو؝
⸇䗳갭

• Pattern & Strategies - 試験対策とし
て実用的なパターンやテスト戦略を
構築するTOEICの学生向けの授業であ
り、
また、勉強したトピック後にはいく
つかの練習問題をこなしながらディス
カッションを通してどの程度理解した
かを確認します。

レベル
入学時のスコア




• Grammar - TOEIC受験者が文章構
造をしっかり理解できることに焦点を
置いています。理論的なものや実際
の経験の基づくものまで、簡単なもの
から複雑なアクティビティが用意され
ています。

保証するスコア
アップ

VQ
VQ
VQ

では、文章内に空欄の箇所があり、
この空欄
を埋めるために、正しい文法と単語を勉強
することを焦点とします。

˖Reading Part 7 - この授業で出される質問

は、新聞や雑誌の記事、広告等から構成され

ています。記載されている文章に基づいて、
質疑応答ができるよう訓練します。

• TOEIC Listening - 各セクションには、興味

深いトピックが揃っており、
それぞれの質問

を1回のみ聞くことができます。全ての質問

にはビジネスの世界で使用される可能性の

ある表現が多く含まれています。

˖Speaking - 各セクションでは、学生が問題

を理解し、
自分の意見を述べることができる

ようなることを目的に構成されています。

全てのスキルの向上を図り、学生の目
標スコアを達成できるようにします。

試験について:

10週目に学生は必ずフィリピンで公

式のTOEICリスニングおよびリーディ

デイリースケジュール
授業時間

ングテストを受け、
スコアが目標点数
教科

担当講師

教室

3FBEJOH

5.FMJTTB

*

授業時間

教科

担当講師

教室

3FBEJOH1BSU

5)BJEFF

(



50&*$-JTUFOJOH

54IBN

+

• 学生は全ての授業に98%以上参加



($ 4QFBLJOH

5-PSJF

)

• 全ての宿題および講師より出題さ



3FBEJOH1BSU

5.BEJTPO

"



($ (SBNNBS

- スピーキング、
リーディング、
ライティング能



-JTUFOJOH

5.BSJDFM

)

で3カ月間の延長が可能です。

総合的な理解力を高めます。



4QFBLJOH

5+PTFQI

%

しなければいけません。



れた課題は全て提出しなければなり



れています。
• Listening

力を必要とする音声教材を使用することで、

• Reading







読み取り、文章内の多くの単語を理解できる

• Grammar

-VODI

(SBNNBS

5#PO

#SFBL

授業時間

%JDUJPO4IBEPXJOH

したことのある文法を練習するコンテンツ



4QFBLJOH7PDBCVMBSZ




(SBNNBS

担当講師
5*SJT

%JOOFS
5*SJT
5*SJT

教室
'
'
'

＊学生のスケジュールは滞在期間と選択されたコースによって異なります。
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ィング試験の公式スコアを所持する
学生が対象です。

• 12週間以上の留学期間を持ち、最大

ません。







($ 1BUUFSO4USBUFHJFT

4QFBLJOH

58BMUFS

&

#SFBL

-VODI
#SFBL

5$BOEJDF

"

＊TOEICコースの学生は月曜から木曜まで外出禁止です。

ナイトクラス
（参加必須）
教科



を使用し、
より理解度を高めます。

"

• 2年以内のTOEICリスニング・リーデ

ナイトクラス
（オプション）

- 教材は自制、質問、記事などの文法カテゴ

リーで構成されており、学生が今までに勉強

&

＊TOEICコースの学生は月曜日から木曜日までは外出禁止です。

- 読解力を身につけ、
メインのアイディアを
ようにします。

5%BWF

&

条件:

($ 1BUUFSO4USBUFHJFT

分の意見を表現できるような演習が記載さ

5XBMUFS

の達成したかどうかを確認します。

Sample Schedule
デイリースケジュール



- 各セクションでは、学生が問題を理解し、
自

NIGHT CLASS

• TOEIC Listening Test
• TOEIC Reading Test

目的:

Sample Schedule

• Speaking

剢傈

開始日:

可能です。

1:1 CLASS

鹉

期間:

1:1 CLASS

• Reading Part 5&6 - リーディングセクション

＊コース終了時に保証されたスコアを取得
できなかった場合、
保証されているスコアを
取得するまで授業料が全額免除されます。
（ただし授業料以外の費用はお支払いが
必要になります。
例: 宿泊費、
VISA延長代、
その他）
＊本校が定める条件に違反した場合、
点数
保証は自動的に無効になります。

曜日

.POEBZ

5VFTEBZ

8FEOFTEBZ
5IVSTEBZ

授業時間



教科

-JTUFOJOH3FBEJOH5FTU
3BUJPOBMJ[BUJPO

-JTUFOJOH3FBEJOH5FTU

担当講師

教室

58BMUFS

&

3BUJPOBMJ[BUJPO

＊学生のスケジュールは滞在期間と選択された授業によって異なります。
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IELTS FOUNDATION

IELTS GUARANTEE
IELTS保証コースは、学生がIELTSテストのス

IELTSとは、International English Language

コアを取得するために必要な英語のスキル

Testing Systemの略で、
ケンブリッジ大学お

とテクニックを、効果的に習得できるように

よびIDP、英国文化振興会によって運営され

段階的に構成されています。このコースで

る国際的に認められた英語能力試験です。

は、学生が受験するテストのタイプ（アカデ

留学、海外移住や海外で働くことを計画し

ている方に推奨される試験です。IELTS基礎

ミックまたはジェネラル）に合わせて調整さ

するのに役立ちます。

証します。

れ、エントリースコアに基づいてスコアを保

は、試験を受験する上で強固な基盤を構築

開始日:

剢傈

開始日:
レベル:
授業構成:

授業構成:

؝أ،⟃♳ך㷕欰

وٝخ٦وٝو؝

レベル

対象:

IELTSに関する知識がなく、各セクショ

ンでベーシックなスキルを身に付けた
い学生。

試験について:

1ヶ月後、学生が受験を希望する場合、
本校は模擬試験の提供・実施をするこ

とが可能です。

GROUP CLASS

*新入生の場合、学生の英語レベルによって担当
講師がグループクラスを割り当てます。

• Pronunciation
• Grammar Writing
• Grammar Speaking
• Listening
• Vocabulary Speaking

ナイトクラスは、IELTS基礎＆
保証の合同で行われます。
• Vocabulary Essential for IELTS
• Common Topics in IELTS
• Speaking & writing

教科

担当講師

教室

5'FSOBO

)

• IELTS Speaking - IELTSスピーキングの特



*&-543FBEJOH

5:BOB

する力を構築することを目的としてます。



なテスト対策を学びます。






*&-54-JTUFOJOH

*&-548SJUJOH



($7PDB4QFBLJOH



*&-544QFBLJOH




($-JTUFOJOH

て、IELTSリーディングの基本を勉強します。
• IELTS Writing - IELTSで主に使用される文
法の勉強に焦点を当てています。

#SFBL

-VODI

'

"

5+JMM

+

5.JMSPTF

'

5.BHHJF
58FOH
%JOOFS

'

"

*IELTSコースの学生は月曜日から木曜日まで外出禁止になっています。

• IELTS Reading - 質問への回答の仕方な

ど、生徒のレベルに合わせた教材を用い




• IELTS Reading 特定の種類の質問に対す
るリーディングスキルの強化に焦点を当て、
実際のリーディングテストの教材は、各質問
が模擬テスト形式に統一されています。同
様に、以前試験で出題された過去問題も含

＊IELTS保証コースの学生の場合、
グループクラス
は学生のレベル（ベーシック/中級）に基づいて進
行します。

Sample Schedule

デイリースケジュール

教科

• 本校は、学生の試験スコアを保証い

たします。
（アカデミック/ジェネラル）

に受験することができます。

5.BHHJF

)



7PDB4QFBLJOH  ($

5.BHHJF

'



/BUJWF4QFBLJOH($

5,FJUI

&



(SBNNBS8SJUJOH($

5&NFN

'







教科

GPS*&-54

$PNNPO5PQJDTJO*&-54
4QFBLJOH8SJUJOH

担当講師

教室

5)BSEZ

&

5/BQ

'

*学生のスケジュールは滞在期間と選択されたコースによって異なります。

条件:

• 6ヶ月以内に発行されたIELTS公式スコアを所持する
学生が対象です。
（スコアを所持しない学生は、本校で行われるエント
リーテストの結果にて判断します。
）

• 保証される点数は学生が望むものではなく、公式テ

"

5:BOB

*&-543FBEJOH

-VODI
#SFBL

+

53BJO

*&-548SJUJOH

%JOOFS

＊IELTSコースの学生は、
月曜日から木曜日まで外出禁止です。

ナイトクラス
（1ヶ月目）IELTS基礎のナイトクラススケジュールと同様
ナイトクラス
（2ヶ月目以降）
%BZPG8FFL

授業時間

.POEBZ

POXBSET

8FEOFTEBZ

POXBSET

5VFTEBZ

5IVSTEBZ

教科

&YBN



3BUJPOBMJ[BUJPO



3BUJPOBMJ[BUJPO

&YBN

担当講師

教室

5+BQI

&

＊スピーキングテストは毎週木曜日に実施されます。
（試験のスケジュールは試験前日に渡されます。
）

提⣘ׅת׃կ
7PDBCVMBSZ&TTFOUJBM

)

*&-544QFBLJOH

• 公式試験は、バギオの公式試験セン

ターにて10週間のプログラム終了後

教室



ことを目的とした学生。

模擬試験の実施。

担当講師

5'FSOBO

*&-54-JTUFOJOH



した条件内で、
目標スコアを達成する

• エントリーテストおよび4週間毎に

• Native Speaking - ネイティブスピーカーの
講師が教える授業では、ネイティブがどのよ
うに話すかを理解することを目的としていま
す。試験の回答方法のコツや戦略の立て方
も、授業内で教わります。

テストも含まれています。

ていないいない学生で、本校が設定

試験:

• Pattern Speaking - 実際の試験時で使用
できる実用的なパターンや表現力の向上に
焦点を当てています。
また、
トピックは、実際
のIELTSスピーキングでよく扱われる内容を
使用します。

• IELTS Listening この授業では、
リスニン
グスキルの向上に焦点を当てており、各質
問タイプとリスニングテストのセクションの
実践的なスキルを身に付けることができま
す。
また、過去に出題された問題を含む模擬

授業時間

目的:

GROUP CLASS

＊IELTS保証の学生は、IELTS基礎の授業を受講選

択することも可能です。

まれます。

＊IELTS公式テスト費用は一度のみ

ナイトクラス
（参加必須）
授業時間

業内にて復習が進行されます。

公式のスコアを所持している又はし

5.BHHJF

のように回答するかを学び、IELTSの基本的

⥂鏾؝أ،
VQ
VQ
VQ
VQ

対象:

Sample Schedule
デイリースケジュール
($1SPOVODJBUJPO

• IELTS Listening - 様々な質問を聞いたり、
ど

Ⰵ㷕儗؝أך،





試験に必要なスキルを向上させ、学



定のトピックに焦点を当て、各質問への回答

2ヶ月目以降：3~4コマ ˖

生の希望スコアを達成させる。

授業時間

1:1 CLASS

ؚٕ٦أؙٓفو؝
1ヶ月目：2コマ ˖

أؙٓز؎ش_و؝
ّؔءفٝ

1.IELTS試験に慣れる

剢傈

وٝخ٦وٝو؝

أؙٓز؎ش
⸇䗳갭

ؚٕ٦أؙٓفو؝

目的:

鹉

期間:

_鹉

期間:

• Writing - 学生がよりハイスコアを獲得で
きるように効率的に文章を作成する力を身
につけます。
また、文章作成時により細かい
部分まで気を配り、
よりレベルの高い文章を
作成できるように焦点を当てています。

1:1 CLASS

• IELTS Speaking - 学生が自信を持って話せ
ることを目標とし、
スピーキングテストの3つ
のセクションに対して様々なアプローチがさ
れ、
また、前回の試験で出された問題は授

＊学生のスケジュールは、滞在期間と選択されたクラスによって異なります。

• 学生は全てのクラスに98％以上参加しなければな

りません。

• 全ての宿題および講師より出題された課題は全て
提出しなければなりません。

＊コース終了時に保証されたスコアを取得できなかった
場合、保証されているスコアを取得するまで授業料が全額
免除されます。
（ただし授業料以外の費用はお支払いが必要になります。
例: 宿泊費、VISA延長代、
その他）
＊本校が定める条件に違反した場合、点数保証は自動的に
無効になります。

スト又はエントリーテストに基づいて決定されます。
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API BECI

ADD-ON PROGRAMS

ADD-ONプログラムは、学生が教室で学習したことを何でも練習できるように構成されています。さらに、特定のスキルに関する弱点を強化す

ACADEMIC
BUILDING

るための体系的なプログラムが提供されます。 これらのプログラムは、学生自身が自分に最適なプログラムを自由に選択できるように現地に
て直接登録をお願いしています。

+ SP PROGRAM
期間:希望期間による
レベル:全レベル

+ REHAB PROGRAM
時間:1コマ（グループクラス）
費用:Php 2,000 / 4週

SP動画撮影プログラム
（Speaking Prescription）は、文法のレッス
ンと動画撮影チェックを通じて、弱点を克服できるように構成され
ています。
毎週、異なった文法を学習し、学生はテスト中に学習した文法を
使用する必要があり、正しく使用できなかった場合、再受験を受
講する必要があります。 このようにして、SPグループクラスから学
んだことを予習・復習を通し完璧に身につけます。

期間:1週間の全ての午前授業
レベル:全レベル

時間:4コマ/ 1日
費用: Php 1,000 / 1週

このコースは、初心者から上級者向けに構成されています。 発音
と単語の基礎を学習し、英語を話す際の明瞭さと正確さを向上、
語彙力を高め、学生の発音を改善することを目的としています。
*レッスンは、ネイティブスピーカーの講師によって行われます。

*クラスは小グループで構成され、留学期間内の1週間に行われます。

*SPARTA-ESLには、
コース内にすでにREHABプログラムが含まれています。

* SPARTA-ESLには、
コース内にすでにSPプログラムが含まれています。

+ SC PROGRAM
期間:希望期間による
レベル:Basic以上

+ CAFE D.I.Y PROGRAM
時間:4コマ/科目
1クラス/インタビュークラス
費用:Php 4,000-6,000 / 4週

Speaking Coachingは、
コミュニケーションの発達を加速させるた
めの集中的な練習に焦点を当てています。さらに、本校のスピーキ
ング専門講師によるスピーキング試験を録画し、個別指導が授業内
に含まれています。
このプログラムの目的は、学生が発音の難しさを認識し、舌もつれ

して発音しにくい言葉を特に集中的に訓練する機会を提供することです。
*金額は学生が選択した元のコースによって異なります。
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期間:4週間
レベル:全レベル

ٕأؙٓ٦ي騟

وٝخ٦وٝ䱇噟

وٝخ٦وٝ侄㹓

ؚٕ٦ف䱇噟

時間: 1コマ/ 1日
費用:Php 6,000 / 4週

*学生は、
自身の空き時間を利用して、
スケジュールを選択できます。
（平日/午前8時から午後5時）

Cafe D.I.Y. プログラムは、英語を話す環境でコーヒーについて学
ぶことに興味がある学生向けです。学生は、
コーヒー、
コーヒーベ
ースのドリンクを作る際に使用するすべての機器を実際に使用
することができます。
ワークショップの過程を全て終了し、最終試験に合格した学生の
みがOJT（On the Job Training）に申請できます。また、OJTプログ
ラムを修了した学生みに証明書が発行されます。

20

EOP 区域

英語を練習するための最高な環境を提供するために、
ラウンジ
内では学生が会話をする際は、100％英語を使用しなければな
らないEnglish Only Policy（EOP）のエリアです。毎晩、学生が英
語で会話しているかどうかを監視し、規律を守り、ルールを遵守
するようにして担当スタッフが管理しています。

ESL カフェ

ESLカフェは、
ラウンジ内にあり、外出する必要がなく、キャンパス
内で美味しいコーヒーや様々な種類のドリンクを味わっていた

だけます。 校内にあるとは思えないようなコーヒーショップは、

モダンなインテリアとデザインでできており、
コーヒーの作り方

を学びたい場合は、Cafe D.I.Yプログラムにより、
ここESLカフェに

てトレーニングできます。

売店

売店には、種類豊富な食べ物やドリンクが販売されています。外
出する必要がなく、必要時に必要品を購入できます。

API BECI

LOUNGE
ラウンジは、高い天井、温かみがある木目調のデザイン、英国
の建築様式で建てられた学生寮の5階にあり、
とても快適に
過ごすことができます。 そして、床から天井の高さまである透
明なガラス窓により、
とても美しい景色を眺めることができま
す。 ラウンジ内にはカフェ、便利な売店、
そして穏やかな雰囲
気があり、勉強後はここラウンジにて新鮮な空気と雄大な自
然を楽しみながら、美味しいコーヒーを楽しめます。これらは
すべて、学生がより多くの良い刺激を得ることに役立ちます。

荈绠㹓
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㡰䏄

&4-ؕؑؿ
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DORMITORY
BUILDING
Floor Information
5F - ラウンジ, ESL カフェ, 売店
4F ‒ 学生寮, エントランス
3F ‒ 学生寮
2F ‒ 学生寮

1F ‒ 学生寮, ジム

➂鿇㾊

➂鿇㾊

➂鿇㾊"
ص؝ٕغ٦֮

➂鿇㾊#
ص؝ٕغ٦׃ז

➂鿇㾊
ءف؎ةٝسحكؚٕ媮سحك

➂鿇㾊
ءف؎ةٝسحكؚٕ媮سحك

学生寮は、最適なスペースと優れた施設を備えています。 伝
統的なカントリースタイルの家具に統一された各部屋は、バ
ギオ市の涼しい気候と完全に調和し、
快適な生活を提供します。
各部屋内の家具はは、ベッド、勉強机、洋服タンス、冷蔵庫、
ト
イレ、バルコニー（部屋タイプによる）、Wi-Fiなどを設置して
おり、 本当の家のように居心地の良い雰囲気です。学生寮は
5階建となっており、最上階の5階は自習学習や学生同士が集
まることのできるラウンジになっています。

*4人部屋または6人部屋を選択された学生は、本校の担当スタッフによりランダムでシングルベッドか2段ベッドに割り当てられます。
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EXTERNAL

DORMITORY
COMMUNITY
BUILDING
يٕ٦س٦تٝةأ

ٓٔ٦ـ؎ٓ

ؙأر*OGP

يٕ٦س٦تٝةأ

ي41ٕ٦

يّٕٝ٦ء٦ذٝئٖف
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ي٦ٕ٦ةأو

⥂⨳㹓

أ؍ؿؔزًٝآطو

يٕ٦س٦تٝةأ

ي٦ٕ٦ةأو
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MORE OF OUR

FACILITIES

ؖ٦رٝ

"

API BECI

#

ص؎تٝمؚ٦ٕ

؟حو٦فحّءآ

%

TEAM
“学生一人ひとり
の最高の経験の
ための質の高い
おもてなし”

"講師陣

#アカデミックコーディーネーター
$インターナショナルマネジャー

$

&

%SPチーム

&EOPチーム

'メンテナンス&クリーニングスタッフ
ؙأرفٕق

ٓٝٔس٦ؒٔ،

(キッチンスタッフ

ٖز٦صٝيآؚ
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'

(

CHALLENGE NEW THINGS

TO KEEP YOU

Motivated
IN API BECI!

API BECI

ACTIVITY
ボランティア

バギオ市内の地元の学校

Explore Baguioʼs fantastic activity spots!
Discover its hidden gems!
Take a day trip out of city!

優れた英会話を目指してコミュニケーショ
ンを通じて言語習得を促進します。

学生が地元の伝統的文化に触れることを目
的としています。 この活動では、学生が地元

の人々と交流することにより、実践体験として

も役立ちます。

スポーツフェスタ
メインキャンパス

すべての学生と講師は、さまざまな屋内およ
び屋外ゲームを行うことにより、お互いの才
能を披露し合います。

脳トレゲーム
メインキャンバス

学生に最も人気があり、伝説的なクイズゲー
ムになっています。

ギタークラス
メインキャンパス

様々なコースの学生と交流しながらギターの
弾き方を学び、卒業式などのイベント時に
披露します。

ハンドレッドアイランドツアー
ハンドレッドアイランド島

ウォーターアクティビティを体験し、ハンドレ

ッドアイランドの美しい景色を楽しみながら
美味しい料理を堪能することができます。

サンファンサーフィン地域
サンジュアン

バギオ市から車で約2時間ほどの場所に位置
する綺麗な海岸とサーフィンを楽しむことが

できる、学生からも大変人気なスポットです。

ビガンツアー
ビガン市

ユネスコの世界遺産にも登録されている、現

代でも残るスペインの植民地時代の影響を

受けたといわれる建築をご覧いただけますկ

サガダツアー
サガダ

自然と触れ合い、緑豊かな山々や、魅力的な
サガダ洞窟を観ることができます。
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API BECI THE CAFE

STRONG POINTS

APIBECI
LADY
CAMPUS
API GROUP OF SCHOOL

最大50名限定
女性専用のスペース
LEVEL UP! ENGLISH SKILLS

セキュリティ強化
保証された安全性！
THE SAFEST BECI THE CAFE!

API BECIの第2キャンパスであるAPI BECI the cafeは、女性専用の語
学学校です。学生は、英語でコミュニケーションをとりながら快適な
環境下で学習できます。また、50人未満の学生で構成されているた
め、すべての学生が親密になり、BECI The Cafeが「学校」だけという
認識ではなく、第二のホームにも変わります。

バギオ市の中で最も豊かな区域であるCamp7内に位置するBECI
The Cafeは、API BECI Mainキャンパスからも車で10分圏内の場所
にあります。市内で最も安全な場所の1つであるため、健康的で安
全な生活環境が保証されます。学校のゲートには、親しみやすい警
備員が常駐しているため昼夜を問わず安全性を確保しています。
また、バランガイは、
この地域のすべての住民に安全対策を実施す
るための厳しい門限を遵守しています。

Creating a Sense of Focus on Studies

女性学生のみのキャンパス内では、勉強に集中することがで
き、誰もが自分自身に意識を向け集中することができます。

Creating a Sense of Belongingness

女性学生のみで構成されたキャンパス内では、友人を作ること
により、国籍問わず社会的に関りをもつことができます。

女性のためのスペシャルサービス！

BECI The Cafeが特別な理由は、
メインキャンパスとは異なる特別な
プログラムを用意していることです。

ビューティーケアサー
ビスでは、全学生がマ
ッサージとスキンケア
を月に2回無料で受け
ることができます。(300
ペソ以下のメニューのみ)

各国の伝統的料理を学
施設は常に女性の学
び堪能できるクッキング 生に最適な空間を届け
クラスや、英語だけでは
ることができるよう厳
ない各国の言葉を学び 選された素材や家具で
教え合う言語交換プログ
整えられています。
ラム、ベンチャー英語プ
ログラムなどの充実した
アクティビティを楽しめます。

API BECIの女性キャンパス、BECI The Cafeのクラスは、最適な教育
環境であり、 1：1クラスルーム、
グループ教室、バルコニー、庭、
ダイ
ニングルーム、
ラウンジ、料理スタジオなど、勉強に有意義でリラッ
クスできる時間を保証します。
31
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SPEED ESL
SPEED ESL（セミスパルタ）は、API BECIの

コースの中で最も長い歴史を誇るプログラ

ムです。同様に、API BECIの留学生の中で最

も多くの学生に選ばれているコースでもあ

ります。

このコースでは、様々なクラスを通して集中

的にスピーキング、
リスニング、
リーディング、

ライティングの4技能をバランスよく勉強す

ることが可能です。

コース期間:
開始日:
対応レベル:
授業構成:

テスト:

_鹉
剢傈

ٖٕك

وٝخ٦وٝأؙٓو؝
ؚٕ٦ˊأؙٓفو؝

ˊأٓز؎شو؝
ّؔءفٝ
剢♧ח䏝41⹛歗乆䕦زأذろ

目的:

・4つのメイン技能（読み・書き・聞く・話
す）を学ぶことで学生の英語力を高める。

対象:

・自分の英語力に自信がない学生や、
もう
一度基礎からしっかりと勉強したい学生。

1:1 CLASS

GROUP CLASS

• Speaking - 幅広く実用的な単語や表

*新入生の場合、学生の英語レベルによって担
当講師がグループクラスを割り当てます。

と円滑な英語でのコミュニケーションを

• Pronunciation ךג侄勞כח،ًٔ
ؕ薉铂װيؤٔך瀉簭禸ך鎉衝ծ鎉衝ך
ָוזָזאろׅתְגתկ
תծ嫡
갈؎װٝطز٦ّءٝծ鎉ְ㔐׃ծ
ٖـٝر
؍ؚٝ瘝ך䓼ח搊挿縧ְׅתְגկ

現を学ぶことができ、学校内外で外国人
取れるように勉強します。

• Reading - 読解力と単語強化に力を入

れ、各セクションでは、一般的によく使用

される語彙や慣用句を紹介する興味深

いトピックを勉強することができます。
• Idioms - 教材を通じて様々な慣用句の
異なる表現や形式、意味、時制について
学ぶことができます。

• Expression / Listening /
Grammar / Writing
- コーディネーターにより承認された上

記の授業を講師にリクエストすることが

できます。

• Listening - この教材は普段の生活シチ

ュエーションから構成されたニュースを

使用します。学生はニュースの詳細、
メイ

ンアイディア、要約、推論等を聞き、
リスニ
ング力の向上に努めます。

• Writing - この教材には品詞や節の働

き、文章の構造を含む多くの演習問題が
含まれています。

• Grammar - この教材には時制、質問、
記事などの文法カテゴリーに分類され

ています。

NIGHT CLASS

˖6OEFSTUBOEJOHXJUI8PSET
˖8PSETJO"DUJPO
˖*OUFHSBUFE4QFBLJOH
˖*OUFHSBUFE-JTUFOJOH
˖(SBNNBUJDBMMZ4QFBLJOH
˖4PVOEJOH3JHIU
・ナイトクラスは、学生のレベルと希望に
よって提供されます。
・学生は、最大で3つまでナイトクラスを選
択することができます。
・それぞれのナイトクラスは、1クラス最大
で10人までとなっています。

SAMPLE SCHEDULE
日中のスケジュール
䱇噟儗

猰湡

8SJUJOH

5FBDIFS$MBJSF



($ 4QFBLJOH

($ˊ5,FJUI





($ -JTUFOJOH




4QFBLJOH






※問題がなかった場合、保証金はプログ
ラム終了後に返金します。

#SFBL

($54UFQI

-VODI
5'FE

3FBEJOH

5"TSBM

&YQSFTTJPOT

5$PEZ

・登録は先着順になっています。
・SPEED-ESLのナイトクラスは、保証金
（500php/1コマ）発生します。

䬐䔲䌌



#SFBL
#SFBL

侄㹓


($
($




＊SPEED-ESLの学生は、平日17時以降外出可能です。

ナイトクラス
（オプション）
䱇噟儗





猰湡

4PVOE3JHIU

*OUFHSBUFE-JTUFOJOH
7PDBCVMBSZ

䬐䔲䌌

侄㹓

53FWP

($

5%BXO

($

5'FE

($

＊学生のスケジュールは、滞在期間とクラスの選択によって異なります。
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SPARTA ESL
SPARTA-ESLコースは、ESL学習者の各レベ

ルに合わせて提供されるコースです。
このコ

ースでは、学生の滞在期間中の英語能力の

向上に重点を置いています。
このプログラム

では、
自分から積極的に勉強している学生よ

りも受動的な学生に効果的であり、短期間

で効率的に英語力向上にかなり期待が持て

るでしょう。
そのため、できる限り早く英語

力を向上できるように構造的に管理された

コースとなります。

さらに、多様なグループクラスにより様々な
学習経験が、英語能力を迅速に向上させま
す。
また、SPARTA-ESLコースはSP動画撮影

プログラムによるスピーキング強化を通し

て、すべての学生の表現の誤用、誤った文法
を改善・促進することに焦点を置いていま

す。
また 留学期間中の1週間は、REHAB発音
矯正プログラムに参加いただき、発音の矯
正を集中的に行います。

1:1 CLASS
コース期間:
開始日:
対応レベル:
授業構成:

SPテスト:
Rehab Program:

_鹉
剢傈

ٖٕك

وٝخ٦وٝو؝

ؚٕ٦أؙٓفو؝

أؙٓز؎شو؝
䗳갭
㔐鹉

殅㷕劍⚥ך鹉

目的:

・効率的・集中的に質の高いプログラムを
提供し、
コミュニーケーションの弱点を発
見・改善することで英語を自由に使えるよ
うにする。

対象:

・短期間でスピーキングスキルを向上させ
たい学生。
・受動的な学生で、
スピーキングスキルだ
けでなく自分に自信をつけたい学生。

• Sparta Speaking - 発言する際、
より長
い文章を発言できるようサポートする

• Speaking 追加のスピーキングクラス

・よく使用される表現を理解する。

練習をする機会を提供します。

・話のつながりを理解し、
自分のリス

ィアを表現しながら、
よりスピーキングの

ことを目的としています。
またSP動画撮
影プログラムで学んだレッスンにも対

応しているため、
クラスで学んだ単語や
表現は毎週のスピーキングテストで使

GROUP CLASS
）- この授業では、文法の授業とSP動画

• Sparta Reading - 語彙力の向上、読

し、改善するコース設計になっています。

を深めることを目的にしています。

また発音の練習にも役立ちます。

• Sparta Picture Description - 学生が

楽しめるように構成されたアクティビテ

ィを通して、語彙力の幅を広げることを
目的としています。

ただ単に写真を説明するのではなく、学
生に創造的思考を持たせる機会を提供

します。

• Sparta Writing - 創造的かつフォーマ
ルな文章作成を通して、基本的な文章

構造の理解と表現の多様化に焦点をあ

・話の趣旨と意見を理解する。

ニングを聞き取り・理解能力向上を

目指します。

撮影テストを通じて学生の弱点を発見

NIGHT CLASS

に正しく使えなかった場合、再度テスト

˖6OEFSTUBOEJOHXJUI8PSET
˖8PSETJO"DUJPO
˖*OUFHSBUFE4QFBLJOH
˖*OUFHSBUFE-JTUFOJOH
˖(SBNNBUJDBMMZ4QFBLJOH
˖4PVOEJOH3JHIU

このように、学生はSPグループクラスで

*スパルタの学生のナイトクラスへの参加
は必須です。

毎週違う文法の勉強に焦点を置き、SP動
画撮影テスト時に学生が勉強した範囲

の文法を使用しなければなりません。
も

し勉強した文法をSP動画撮影テスト時
を受験しなければなりません。

学んだことを徹底的に練習します。

• Sparta GC Speaking この授業では、

SAMPLE SCHEDULE
日中のスケジュール
䱇噟儗

*学生は本校が用意したナイトクラスに
参加します。

䬐䔲䌌

侄㹓

5%POB



4QBSUB($-JTUFOJOH

($5$IBOUSZ



41&8SJUJOH

53FWP

41&3FBEJOH

($




4QBSUB($41

($5+FTTB

($



4QBSUB($4QFBLJOH

($5'FE

($



4QFBLJOH

5.DMFU







41&4QFBLJOH

41&1JDUVSF%FTDSJQUJPO

-VODI

5"SOJF

5%BXO




＊スパルタコースの学生は月曜日から木曜日まで外出禁止です。

ナイトクラス
（参加必須）
䱇噟儗

講師によって用意された様々なアクティ



上させます。



ビティを通して学生の自己表現能力を向

猰湡




• Speaking Prescription（SP動画撮影

用します。

解、質問への回答を通じて学生の理解力

• Sparta GC Listening

では、特定の課題に対して学生のアイデ



猰湡

䬐䔲䌌

(SBNNBUJDBMMZ4QFBLJOH

5+FTTB

*OUFHSBUFE-JTUFOJOH
8PSETJO"DUJPO

5'FE

5$PEZ

侄㹓
($
($

413PPN

＊学生のスケジュールは滞在期間と選択されたクラスによって異なります。

てます。
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ACADEMIC
BUILDING

API BECI THE CAFE

ADD-ON PROGRAMS

ADD-ONプログラムは、学生が教室で学習したことを何でも練習できるように構成されています。さらに、特定のスキルに関する弱点を強化す

るための体系的なプログラムが提供されます。 これらのプログラムは、学生自身が自分に最適なプログラムを自由に選択できるように現地に
て直接登録をお願いしています。

+ SP PROGRAM

期間:希望期間による
レベル:全レベル

時間:1コマ（グループクラス）
費用:Php 2,000 / 4週

SP動画撮影プログラム
（Speaking Prescription）は、文法のレッス
ンと動画撮影チェックを通じて、弱点を克服できるように構成され
ています。
毎週、異なった文法を学習し、学生はテスト中に学習した文法を
使用する必要があり、正しく使用できなかった場合、再受験を受
講する必要があります。 このようにして、SPグループクラスから学
んだことを予習・復習を通し完璧に身につけます。

+ REHAB PROGRAM

期間:1週間の全ての午後授業
レベル:全レベル

時間:4コマ/ 1日
費用: Php 1,000 / 1週

このコースは、初心者から上級者向けに構成されています。 発音
と単語の基礎を学習し、英語を話す際の明瞭さと正確さを向上、
語彙力を高め、学生の発音を改善することを目的としています。
*レッスンは、ネイティブスピーカーの講師によって行われます。
*クラスは小グループ進行され、留学期間内の1週間に行われます。
*SPARTA-ESLには、
コース内にすでにREHABプログラムが含まれています。

* SPARTA-ESLには、
コース内にすでにSPプログラムが含まれています。

荈绠㹓

+ VENTURE ENGLISH PROGRAM
期間:4週間
レベル:Basic〜Intermediate

♴

時間:1クラス / 1日
費用: php 6,000 / 4週

このプログラムでは、学生の基本的な対人コミュニケーション
能力を伸ばすことを目的とした専門プログラムです。具体的に
は、平日の授業内で学習した語彙や表現などを週末のミッショ
ンにて活用します。旅行が大好きなESL学習者にオススメなプ
ログラムになっています。
*学生のレベルが基礎レベルの場合、4週間の準備ESLコー
スが推奨されます。
*週末のミッションでは追加費用が発生します。
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侄㹓

ٓؐٝآ

38

MORE OF OUR

FACILITIES

DORMITORY
BUILDING
أٓذ

➂鿇㾊

➂鿇㾊

ؗحؙٝؔآةأؚ

؟حو٦ػأآ
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➂鿇㾊

➂鿇㾊

ؖ٦رٝ

ص؎تٝمؚ٦ٕ

䤰ְך㜥
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API BECI THE CAFE

ACTIVITY
クッキングクラス
クッキングスタジオ

このクラスでは、さまざまな国の伝統的な料理が
紹介されます。準備も簡単で、心のこもった美味し
い食事を楽しむことができます。
クラスを続けるに
つれて、料理の単語を学び異なる食文化を互いに
共有する機会を得ます。

言語交換プログラム
アカデミックビルディング

現地の大学生と共に、自身の母国語を大学生に教
え、同様に現地の大学生から新しい言語を学ぶこ

とができます。
これはお互いの国についてより多く
のことを知るようになると、異なる文化に興味をも
つ機会にも繋がります。 クラスは、参加する学生の
数に応じて、
グループまたは1対1で実施されます。

BBQパーティー
ガーデン

学生同士の親睦を深めることを主な目的として、
ガ
ーデンでBBQパーティーを開催しています。

ハンドレッドアイランドツアー
ハンドレッドアイランド島

API BECI THE CAFE

ウォーターアクティビティを体験し、ハンドレッドア
イランドの美しい景色を楽しみながら美味しい料
理を堪能することができます。

PUGADツアー

"

プゴ

公園内で体験することができる、
ジップライン、ATV
ライディング、ラぺリング、ウォールクライミングな
ど、
さまざまなスリル満点のアウトドアアクティビテ
ィをし、
冒険できます。

映画鑑賞

ズンバダンス

勉強から解放されリラックスし、
映画を鑑賞することにより、英単
語や表現方法を学ぶ助けとなる
ことを目的としています。英語の
字幕が用意されているため、映
画内の表現方法や単語をメモす
ることができます。

平日午後は毎日、学生はズンバ
ダンスに参加することで、運動不
足解消やストレスから解放する
ことができます。キャンパス内で
健康的なライフスタイルを維持
するための習慣にも最適です。

ラウンジ

広場ラウンジ

VIGAN
ビガンツアー
ビガン市

ユネスコの世界遺産にも登録さ
れている、現代でも残るスペイ
ンの植民地時代の影響を受け
たといわれる建築を観ることが
できます。

TEAM
“Meeting your
expectation is our
top goal”

SAN JUAN
サンファンサーフィン
地域

"アカデミックコーディネーター

ؘؔغ䋐ַ鮦ד秈儗ךוק

%キッチンスタッフ

#講師陣

$SPチーム

サンジュアン

㜥ח⡘縧ׅ笺ז䁘؟ה٦

$

%

&メンテナンススタッフ

؍ؿٝ嚂ֹדָהֿ׃ծ㷕欰
ַ㣐㢌➂孡ׅדزحهأזկ

41

#

&

API BECI

."*/ٍؗٝأػ
#&$*5)&$"'&
"-4-"/(6"(&$&/5&3

CURRICULUM GUIDE
4週間

8週間

12週間

16週間

41&&%PS41"35"&4-

一般向け

20週間
*&-54PS50&*$

41&&%PS41"35"&4*&-54PS50&*$

41&&%PS41"35"&4-

41&&% 7FOUVSF&OHMJTI PS41"35"&441"35"&4-

41&&%&4-

41&&%PS41"35"&4-

*&-54PS50&*$

*&-54PS50&*$

*&-54PS50&*$

41&&%PS41"35"&4-

41&&%PS41"35"&4-

41&&%PS41"35"&4-

41"35"&4-

41"35"&4-

*&-54

41&&%&4- $BGF%*:

*&-54PS50&*$

41&$*"-#64*/&44
41"35"&4-

*&-54PS50&*$

41&&% 7FOUVSF&OHMJTI PS41"35"&441&&% 7FOUVSF&OHMJTI PS41"35"&441&&%PS41"35"&441"35"&4-

*&-54

41&$*"-#64*/&44

41"35"&4-

41&&%PS41"35"&441"35"&4-

41&&%&4-

41&&%PS41"35"&4-

*&-54

41&&%PS41"35"&4*&-54

41&&%PS41"35"&4*&-54

2カ国留学/

海外大学進学向け

41"35"&4-

50&*$*&-54

41&&%PS41"35"&4-

41"35"&4-

41&&%&4-

41&&%PS41"35"&4-

*&-54

41&&%PS41"35"&441&&%PS41"35"&4-

41"35"&441"35"&441"35"&441"35"&4-
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"-4

41&&%PS41"35"&4-

41&&% 7FOUVSF&OHMJTI PS41"35"&4-

ワーキングホリデー/
就職活動向け

24週間

41"35"&4-

41"35"&4-

50&*$*&-54
50&*$*&-54

41"35"PS*&-54

"-4

NOTES:

