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最初で最高の経験をご提供
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充実の施設と多くの上場企業様から

英語研修先校として認定

便利な周辺環境から自由さを求める方や

親子留学にも大人気！
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コロナで約2年間休校しても無借金経営を継続中と
磐石な財務基盤を誇る同校は2つのキャンパスを自
社で保有。2022年 4月に Fella2 を再開し、2023
年夏からは満を持してFelal1も再開 !

親日家なオーナーは、寮の部屋には1人 1人専用の
クローゼット& 引き出し、セーフティーボックス、ハン
ガーラックに充実のウェルカムセットをご提供。こま
やかさ溢れるサービスから、親子・高校生単独留学
先としても大好評。

日本人含む多くがベテラン正社員なため、初めての
留学でも安心。キッチン、ハウスキーパー、警備、メ
ンテナンス等各部門のスタッフが滞在中の生活をサ
ポート。感染状況に応じたコロナ対策も徹底。

アイランドホッピング、市内観光、ボランティア、ズ
ンバ教室、球技大会・水泳大会等多くのイベント
があり、初めての留学でも自然と他国の友達ができ
やすい環境なため、充実した留学生活に！

TOEIC、TOEFL、IELTS の専門コースのみならず、
一般英語＋TOEIC or TOEFL コース、ビジネス英
語コースから親子留学コースまでご用意。更に多数
の大手上場企業の英語研修に採用されたビジネス
コースも複数レベル有。

講師は発音、文法など分野ごとのスペシャリスト。
入社時の講師トレーニングは厳しく、これを突破した
講師のみが正社員として採用される。入社後も定期
トレーニングに加え優秀な講師への報奨旅行等、講
師陣へのケアも充実。

寮のお部屋は広く個室数が多い。開放感あふれる
広々としたキャンパス内には体育館（Fella2のみ）に
大型プールも保有。Fella1付近にはモールやカフェ、
マッサージショップ等が有。校内の絶品カフェは品数
豊富な売店も併設。

1日7コマ中 4コマがマンツーマン授業で 3コマがグ
ループ授業の『PIC-4』コース、1 日マンツーマン授
業 6コマの『PIC-6』コースは入学後追加料金無く
TOEIC,IELTS,TOEFL の各試験対策コースへ変更
も可。

快適な設備（講義棟、寮、大型プール、ジム）
＆豊富な個室数にオシャレなカフェは大人気！

採用基準が厳しく厳選された
専門分野ごとの講師陣

日本人を含む多数の各国籍ベテラン正社員
が常勤 &コロナ対策含む万全のサポート

きめこまやかなおもてなしで
親子・高校生からも大人気

Fella1、Fella2 の2つのキャンパス
を自社で保有という安定した経営

ほぼ毎週、学校主催アクティビティを
開催 & 友達づくりもしやすい

豊富なコースラインナップで中長期留学
生徒が多く高い法人研修実績も自慢！

1日最大 6コマのマンツーマンレッスンが
受講可 &コース変更も自由自在
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校舎

Fella1
Fella2
共通

Fella2

TOEIC
点数保証

IELTS
点数保証
（PIGI)

保証点 v7.0 IELTS6.0
保証点数6.5 IELTS5.5
保証点数6.0 IELTS5.0
保証点数5.5 IELTS4.0
保証点数900点
保証点数800点
保証点数700点

PIC-4 Any 1（任意）

1（任意）

1（任意）

1（任意）

1（任意）

1（任意）

1（任意）

1（任意）

1（任意）

1（任意）

1（任意）

1（任意）

1（任意）

1（任意）

1（任意）

1（任意）

4

5

6

ESL：2
TOEIC：2
ESL：2
TOEFL：2

TOEIC：4

TOEFL：4

IELTS：4

EBC：5

4

4

3

5

4＋
1コーチング

TOEIC：4

IELTS：4

1

1

1

ESL：1

ESL：1

ESL：1

ESL：1

IELTS：1

×

×

×

×

1

IELTS：1

ESL：１

IELTS：1

2

1

×

ESL：2

ESL：2

TOEIC：2

ESL：2

IELTS：2

EBC：2

×

2

×

×

IELTS：2

TOEIC：2

IELTS：2

Any

Any

TOEIC 250点以上

TOEFL 30点以上

TOEIC 300点以上

TOEFL 40点以上

Any

2もしくは
TOEIC 400点以上

Any

Any

Any

Any

IELTS2.5 以上

PIC-5

PIC-6

TOEIC+ESL

TOEFL+ESL（PPT）

TOEIC

TOEFL（PTFT）

IELTS（PIFT）

ビジネス英語（EBC）

プレジュニア（P JEC 5・6歳）

ジュニア（JEC 7～15歳）

保護者（GEC）

シルバースピーキング

IELTS Review（PIRC）

■Sparta：
月～金毎日共に有

自習（強制）＝ 19:00-21:50
単語テスト＝19:40-10 分間

選択される
以下規定により異なる。
詳細は P5に記載有。

全規定無し

■Classic（ノーマル）：
共に無し

■J-Sparta：
月・火・木のみ共に有

■Sparta：
月～金毎日共に有

自習（強制）＝ 19:00-21:50
単語テスト＝19:40-10 分間

＋150点保証

※現地事情及び学校側の状況により下記（例：受講キャンパス等）は
変更される可能性がございます。

800点以上
650点以上
500点以上
300点以上

コース マンツーマン受講可能 Level
（点数は当校テスト）

週末授業・
単語テスト

平日の
自習

平日の
単語テスト

プレミアム授業
(夕方のグループ授業 )

大グループ
１：８以下

小グループ
１：4以下
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※各試験対策コース、ビジネスコースは入学時のレベルテストで受講可能レベルに達し
ない場合、一般英語コース等を受講頂くこととなります（差額返金無し）。

科目 内容
Speech & Speaking 質問 , 写真説明 , 状況説明
Grammar 実践的な文法
Speaking 日常に役立つ会話
ズンバ 敷地内で月・水・金 ズンバレッスン

読み・書き・聞く・話すの 4 分野がそれぞれ 9 レベル中、自分に合っ
たレベルで且つ各分野の専門講師による授業を受けられるため、平
均的に実力をアップすることができる。全国籍一番人気の PIC-4、日
本人の方に人気の PIC-5 に加え、短期留学生にお勧めの PIC-6 は
それぞれマンツーマン授業の希望コマ数に応じて選択することができ
る。又、中長期留学の方は PIC-4→PIC-5 or 6 といった同じ一般
英語コースの中での変更も現地で差額をお支払することで可能。

朝から晩まで1日まるまる試験対策の勉強ができるTOEIC/TOEFL/  
IELTS 専門コース。試験対策の特別講師が担当するため、授業の
質が高いのが大きな特徴。高得点を取得するためのテクニックをは
じめ、解説など交えマンツーマンで非常にわかりやすく教えてくれる。
中級者以上を対象としたコースで、全て 1週間からでも受講が可能。
IELTS はコーチング授業を含むレビューコース（Fella2 のみ）も有。

一般英語だけでは満足できない方向けのコースで、一般英語をベー
スとしつつマンツーマンレッスンが 4 コマあるうち、2コマは試験対策
リスニング（もしくはスピーキング）と試験対策リーディング（もしく
はライティング）となる。そして残りの2コマは一般英語の英文法もし
くは読解、聞き取りもしくは会話の 4 種類から教科を2 コマ選ぶこと
ができ、グループクラスの内容はすべて一般英語コースとなる。一般
英語とともにバランス良く英語力を伸ばすことが出来る人気のコース。

最少12週間登録で、必ず目標点数を取得することが目的となってい
るコース。入学時当校テストの点数に応じて、保証点数が決まる。
Fella2のみでの開講となり、毎週行われる模擬テストを学校内で無
料受験することが出来るが、両コースとも規定はスパルタのみ。万が
一期間内に保証点数に達しなかったときは、両コース共に追加4週間
の授業料が無料となる。強い目標を持った方にお勧めのコース。

お子様は5歳から受入可で、カリキュラムは5・6歳と7～中学3年生
間により2種類有り（詳細前頁）、親子留学専門の講師から豊富なジュ
ニア専門の教材を用い丁寧に教えてくれる。保護者様は1日マンツー
マン授業3コマの保護者コースのみならず、全コースからお好みのコー
スを受講可能。　※ベビーシッターは手配不可なため、受講不可の
年齢のお子様を伴う親子留学の受入は不可。

平日毎日 17:00～17:50 まで任意参加・無料のグ
ループ授業。季節により開講科目数の増減が若干有。

プレミアムクラスに参加されない方の多くは、自習室（指定座席で 24 時間使
用可）でその日の授業の復習、翌日の予習等をされています。

強制自習の日は単語テストも必須となっています。
選択された規定により強制自習の曜日は異なります
（次ページの規定参照）。

仕事で実際に英語を使う機会のある人、将来海外で働く予定のある
人またはそれを目指す人のためのコース。Market Leader という英
語でビジネスを学ぶ人にとってバイブルともいえるテキストをレベルに
合わせて 5 種類ご用意。一般的なビジネスマナーをはじめ、パワフ
ルなチームに育てる方法、危機管理、吸収合併などのトピックについ
て学んだり、英字新聞や著名人インタビュー記事読解などもある。

同テストは 3つの同校レベルに分かれて
います。レベル1~2の方は12問、レベル 
3~4の方は15問、レベル5以上の方は 
20問。出される単語も一般英語コース・ 
試験対策コース・ビジネス英語コースと
それぞれ異なっています。

一般英語（PIC）コース TOEIC/TOEFL+ESLコース

TOEIC/TOEFL/IELTS 専門コース TOEIC/IELTS 点数保証コース

親子留学コース ビジネス英語コース

侮れない単語テスト!

プレミアムクラス
English Fella の
　　　　　単語テストとは ?
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主に 50 歳以上で英語スピーキングスキルを向上されたい方向けの
コース。状況（電話等）に応じ実践的な英語を話す練習をすることで、
口頭コミュニケーションに自信を持つことができる。アカデミック、社
会、ビジネスの場面でのスピーキングスキル向上に役立つ。
※本コースは新規コースで2023 年秋以降に開講

シルバースピーキングコース&&

''



レベルシ
ステム・スコア

アップ実績・タイムテーブル・選べる規定

選べる規定（両キャンパス共通）
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TOEFL
（iBT）

リスニング&会話

＜規定の変更＞
入学後に学校へ直接申請すれば可能。
＜単語テスト＞
上記の強制自習時間帯内に行われます。同テストは3つのレベルに分かれており、レベル1-2は12問、レベル3-4は15問、レベル5以上は20問。
出される単語も一般英語コース・試験対策コース・ビジネス英語コースそれぞれ異なっています。

パターン

Speak your mind読解&文法

TOEIC IELTS
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企業様から当校が選ばれている理由
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敷地内のおしゃれなカフェ
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セブ島最大の緑溢れるキャンパスはスポーツ施設等も充実し、随所に生徒への配慮が感じられます。

開放感あふれる
キャンパス内 & 寮

大人気のおしゃれなカフェ

（回線状況は日本と比べ
やや劣る）

1日 3食を提供 (料金に含む)。

慣れ
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徒歩5分以内にモールやスーパー、レストラン等周辺環境が充実したリゾートタイプのキャンパスです。

きれいな学食

3 人部屋

各室内のバスルーム

プレミアム 1 人部屋

2 人部屋

1 人部屋 B 共用スペース

1 人部屋 A

校内シアタールーム

カフェ＆売店・他

1 人部屋 B

中央にプールを囲み、寮・
学食・講義棟・自習室・
カフェ＆売店にオフィスと
敷 地 内に必 要 な全ての
設備をコンパクトに配置し、
リゾート感溢れるキャンパス
です。

学食ビル 2F のオシャレな
カフェ & 売店は生徒様に
とって国際交流を兼ねた憩
いの場所として大人気。更
に校内にはシアタールーム
も完備しています！



空港ピックアップ
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土曜日には毎月アイランドホッピング、
市内観光、ボランティア等、1ヶ月に
3種類ほどの校外アクティビティを実施
しています

Fun Fr iday

Fun Fr iday

BBQ パーティー

スポーツ大会

空港などの送迎車

市内観光

アイランドホッピング等

ボランティア



FELLA1
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Fella1=20～30％  Fella2=20～40%

Fella2体育館&ジム

Fella2学食

夕暮れ時のFella1

WIFI 有（日本より回線状況やや劣る）、SIMカード販売有、レンタルポケットWIFI 有

往路無料
※復路有料（現地申請・現地払）

GYM

寮部屋内設備
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