
7,107の島々からなる国 フィリピン 

 日本からの距離 ：約4時間半（直行便利用） 

  成田・関空・中部からは毎日直行便が運航 

 時差 ： －1時間 

 人口 ：約1億98万人（2015年フィリピン国勢調査） 

 首都 ： マニラ 

 公用語 ： タガログ語・英語 

 気候：熱帯モンスーン気候 

 物価：日本の約１/3～１/5 

世界3位の英語人口！ 
アジアNo1の英語水準 

フィリピン基本情報 

※1年通して、気温が高く、平均気温が26～28度 

・タクシー 約90円～ 
・ジプニー 約30円～ 
・コーラ 約40円 
・マクドナルドセット 約200円～ 
・モールレストラン食事 約500円～ 
・大衆食堂 約150円～ 
・エステ 約1,000円～ 
・マッサージ 約200円～ 
・Tシャツ 約150円～ 

「フィリピン基本情報」 

CEBU 



3 

「フィリピンで英語留学？」 

❏フィリピンで英語？ 
 

①東南アジア随一の英語圏。英語人口世界第3位。 
  

 第一位 アメリカ 
 第二位 インド 
 第三位 フィリピン 
     

小学校からタガログ以外の授業は全て英語。 
24種の新聞が英語で発行され、TVやラジオは多彩な 
英語Chを放送。ハリウッド映画も字幕などありません。 
 

欧米に比べ費用が安い 
アルバイト代で行ける 

日本と時差も少ない 

1週間からでも気軽に 
留学OK 

②低コスト＆短期間の英語学習が可能。 
 

【1ヶ月の費用】 

授業料+寮費+3食付+渡航費 ⇒ 約30万円程度 
欧米語学研修の約1/3～1/2のトータルコスト。 

安 近 短 

③フィリピン留学渡航者は急増中。 
 

2006年 数百人/年 
2015年 約35,000人/年 ⇒約50倍以上に！ 
 
数年前から、語学留学プログラムとして導入の大学も増加。 
企業研修も続々導入され今後も更に増加傾向。 

❏日本の大学での導入事例（語学留学プログラム） 
 
・明治大学 
 渡航先：マニラ 
・同志社大学 
 渡航先：マニラ/セブ 
・東洋大学 
 渡航先：セブ 

・宮崎大学 
 渡航先：セブ 
・獨協大学 
 渡航先：セブ 
・関西学院大学 
 渡航先：セブ 



4 

「フィリピン語学留学、なぜ人気なのか？」 

■独自の英語教育スタイル “マンツーマン” 

グループ 
レッスン 

（1 on 15～20） 

欧米留学 

マンツーマン 
レッスン 

（1 on 1） 

フィリピン留学 

レッスンスタイル 

6分～8分/日 

欧米留学 

180分～240分 
/日 

フィリピン留学 

発話量 

4時間/日 6時間～8時間/日 

※講師が授業の半分発話し、受講者全員が均等に発話した場合。 

最大40倍の差 
何か聞かれたら、答えないと 

気まずい空間で集中的に英語を学ぶ。 

問題解決ツールである「英語力」を最速で身につける。 



GlobalEnglish社 (本社：米国カリフォルニア州)による調査報告では、フィリピンのビジネス英語力は世界トップレベルであ
ると評価されました。156カ国、108,000人を対象に行われた調査において、10段階の評価を用いて、国別では、フィリピン
が2011年に引き続き、2012年も世界1のスコア（7.11）を記録。7.00以上のスコアを挙げたのはフィリピンのみ。 
日本のスコアは(3.4)と初級レベルでアジアで最下位、韓国(5.24）に大きく差をつけられ、英語力の低迷が続いています。 

「ビジネス英会話力は世界トップレベル」 



フィリピン留学ならマンツーマン授業 

これぞフィリピン留学の醍醐味。 
マンツーマンの授業がプログラムの 
半分を占めます。 
より早く効果的に、英語力UP。 
フィリピン人特有の情熱あるティーチ
ングには日本人学生の多くが共鳴して
集中して学習に及びます。 

小グループ授業も盛りだくさん 

フィリピンではマンツーマンだけでな
く、多くの語学学校が、4~10名の小
グループ授業を提供しております。 
小グループ授業ではマンツーマンで 
弱点補強し、実践発揮の場所として、 
大いにレベルを感じ取れる機会です。 

1日3食の食事も提供 

勉強だけではない！！！ 
授業の合間合間のお食事は原則として、
1日3食の学食が提供されます。 
和食、洋食、韓国食、フィリピン料理
等、おおよその語学学校ではブッフェ 
形式で提供されます。 

学生寮も学校内に 

フィリピンの語学学校の大半が、学生
寮を併設しております。 
※一部そうでない例もございます。 
学生は授業～生活まで一貫して、学校
内で生活して頂けます。 
お部屋も1人部屋～最大6人部屋まで
あり、シャワートイレもございます。 

掃除も洗濯も全部学校サービス 

学生は学習だけに集中できるよう食事
に加え、洗濯や掃除も週に数回、学校
側のヘルパーサービスとして提供して
くれます。しっかりと学習して、心地
よく過ごしていただける。 
これがフィリピン語学研修です。 

TOEIC/TOEFL/IELTS/ビジネス対策も 

優秀な講師陣は日々トレーニングを重
ねており、一般英語だけではなく、 
TOEIC、TOEFL、IELTS、ビジネス 
など需要に応じたプログラムを展開。 
また、個別にカスタマイズできる学校 
もございます。 

全国の中高大学生に加え、多数の企業がフィリピン語研を利用されております。 

「フィリピン語学学校の特徴」 



 ZA English Academy 
（University of The Visayas ESL） 
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ZA English Academy（University of the Visayas ESL） 

ESL情報 

所在地 UV Banilad Campus, Gullas Medical Compound, Cebu City 6000, Philippines 

設立年度 2009年(ESL) 定員 190名 

国籍比率 日本人 50％・韓国人30％・その他20％ 講師数 
現地の講師(92名)、イギリス人のネイティブ
講師（1名） 

1:1室 75室 グループ室 17室 

日本人 
サポート 

日本人スタッフ常駐3名 公式認証 
SSP発行許可: RPL2011041 
TESDA認定校: NTR0607020031 

滞在寮情報 

所在地 同上：大学敷地内 空港所要時間 車で約30分程度 ※往路空港ピックアップ 

部屋形式 1人部屋～4人部屋 寮サービス 
食事：3食/日（休日○） 
掃除：2回/週（ベッドリネン交換 2週毎） 
洗濯：2回/週 

門限 
平日、日曜日: 23 時まで 
金、土、祝前日: 深夜 1 時まで 

Wifi利用 
○（学校内 Free wifiエリア あり） 
※共有PC 2台あり 

寮設備 
【共 用】寮専用売店・ウォーターサーバー・フィットネスジム/卓球場・PC 
【各部屋】ベッド, トイレ/シャワー,洗面台, エアコン, 冷蔵庫, 学習机,クローゼット 

その他事項 

・近隣利便施設 車利用：Ayalaモール(10分)・ガイサノカントリーモール(10分) 
・365日 24時間 セキュリティガード常駐 
・学校内ATM/緊急医療窓口（UV付属病院）あり 
・2018/4/1～ 校名変更：ZA English Academy 
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学校概要 



セブ市内中心部に位置するZA 
Academy校は、周辺にコンビニエンス
ストアやレストランも多い、利便性の高
いセブ市・バニラッド地区に立地してい
ます。 
 
セブで最初に設立され、最も歴史あるビ
サヤ大学のESLとして、2009年にESL
は設立されました。日本や韓国の各大学
との交流協定も多く結ばれています。 
 
医療系学部が多いため、学校に併設して
病院施設もあり、急な体調不良や緊急を
要する怪我なども365日24時間体制で
対応可能です。 
 
快適な環境で英語学習に集中できる条件
が整っていることが最大の魅力です。 
 
2018/4/1よりZA English Academyへ
校名が変更になります。 
 
 

9 

学校外観 

School 
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授業風景 

メインとなるマンツーマンレッス
ンでは、個室ブースでレッスンが
行われます。 
 
なかなか人前で英語を使う事に抵
抗のある方でも、「完全プライ
ベートの環境」で、恥ずかしがる
こと無く自分のレベルに合った
レッスンを自分のペースで学習出
来ます。 
 
グループレッスンにおいても、欧
米の留学でありがちな大人数では
なく、1:5～10の小規模グループ
でのレッスンです。 
 
グループは近いレベルの受講生で
構成されるため、他の人の表現が
参考になることも多いでしょう。 

 
 

Lesson 
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学校建物に併設された、 
明るく清潔なドミトリーです。 
お部屋も広々として、自由に快適
にお過ごしいただけます。 
 
滞在するお部屋は、1人部屋～4人
部屋まで種類があります。 
※本研修は4人部屋プランです。 
関学生以外の方と同室になる可能
性があります。 
 
トイレ/シャワー・エアコン 
・冷蔵庫・クローゼットを完備し、
長期留学での共同生活の利便性も
確保しています。 
 
学校寮にも在寮生のための売店が
あり、ちょっとしたスナックや日
用生活雑貨などは、ショッピング
モールに出向かう事無く、買い物
をすることが出来ます。 
 
もちろん365日24時間のセキュリ
ティガードによる出入者管理が徹
底されています。 

学校寮 

Dormitory 
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学校内には、大学ならではの図書館
や校内ATMなどの施設やフィットネ
スジム/卓球場などのレクリエー
ション施設があります。 
 
学校滞在中は、休日を含め朝昼晩毎
回お食事が提供されます。 
一流レストランのような豪勢な料理
ではありませんが、栄養バランスの
とれたメニューが毎食提供されます。 
（食材アレルギー対応等は個別にご
相談ください。） 
 

ギャラリー 

Environment 
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■ボランティア 
 
毎月4週目の金曜日にUVの学生と共
にボランティア活動を行っておりま
す。（孤児院、老人ホーム、植林、 
小学校の畑づくり、海岸掃除等） 
活動を一緒に行った学生には政府機
関が発行する海外ボランティア証明
書(Certificate of Participation)が
与えられます。 
 
■アイランドホッピング 
 
セブで最も人気のあるアクティビ
ティ。 
 
バンカーボートで無人島を巡り、 
ランチにはBBQを食べて、シュノー
ケルして、写真を撮って、ダイビン
グも。 
 
 
 

アクティビティ 

Activity 
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フィリピンは、大きく、ルソン、ビ
サヤ、ミンダナオに分かれており、
ビサヤ大学はビサヤ・セブ地方に位
置しています。ビサヤ地方を代表す
る大学であるビサヤ大学
（University of the Visayas）は初
めてセブのビサヤン協会として、
1919年にDon Vincente Aによって
設立されました。 
 
第二次世界大戦の際、大学は破壊さ
れましたが、設立者であるDon 
Vincente A は、1946年セブのアル
ガオに大学を再設立し、その１年後
に現在のセブ、コロン地域に移動し、
1948年セブ初の大学職位を受け、
ビサヤン協会からビサヤ大学に改名
しました。  
 
その後、大学入試試験と大学院過程
を新設、体育施設等、と驚異的な発
展を成し遂げ、当初37人の学生から
始まったビサヤ大学は現在多様な専
攻と数キャンパスで、およそ2万9千
人程の生徒が学ぶまでになりました。 

ビサヤ大学について 

Environment 

※4週間の研修が修了するとビサヤ大学から終了証が授与されます。 



15 

学校内に大学病院があり、素早い救
急処置が可能です。近郊には、
Gaisano Countyモール、Banilad
ショッピングモール、大学、国際学
校、日本のコンビニエンスストア、
ファーストフード店、スポーツセン
ター、スパ等、多様な施設が位置し
ており、快適な生活環境を提供して
います。 
 
【学校周辺アクセス】 
 
・ショッピングモール（徒歩10分） 
・マッサージショップ（徒歩5分） 
・ファストフード（徒歩3分） 
・薬局（徒歩3分） 
・スポーツ施設（徒歩3分） 
・セブマクタン空港（車で30分） 
・Ayala Mall（車で10分） 
 

生活環境 

Environment 
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Time 月 ～ 金 

06:30～07:30 朝 食 

07:40～08:30 1 限目 

08:35～09:25 2 限目 

09:35～10:25 3 限目 

10:30～11:20 4 限目 

11:30～12:20 5 限目 

12:20～13:20 昼 食 

13:20～14:10 6 限目 

14:20～15:10 7 限目 

15:15～16:05 8 限目 

16:15～17:05 9 限目（Special Class*） 

17:10～18:00 10 限目（Special Class*） 

18:00～19:00 夕 食 

[サンプルスケジュール(1日の流れ)] 

コース詳細 

ZA Academyの授業は、50分/1コ
マ（休憩5～10分）で構成されてい
ます。 
 
正規レッスン以外のオプションフ
リーグループを受講することで最大
10コマ/dayが可能となります。 
 
3週間以上の受講者は最終金曜日の
午前中がマンスリーテストとなるた
めレッスンは午後の3コマのみとな
ります。 
 
各人のスケジュールは入校時の 
レベルテストの結果により個別に 
作成されます。 
 
 

 
※入校初日は、オリエンテーションと 
レベルテストのため、授業は行われません。 

 
 
 

Time Schedule 
マンツーマン 4コマ 

小グループ 
2コマ 

大グループ 
2コマ 

OPグループ 
2コマ 

[General ESLコース ] 



Since2003 
www.cijacademy.com 

General 
Supporting Your Success 

 1:1 Class （専用クラス） 

 フィリピン語学留学の一番の特徴である、マンツーマンレッスンにより、Speaking/Readin
g/Writing/Listeningを中心とした集中的なアウトプットを行います。 
 受講される方一人一人に合わせたそのレベルに合わせ、受講者のペースで取り組むことが出
来ます。 
 

 グループ Class  （混在クラス） 

 グループレッスンは、選択するClassや時期により構成人数が異なります。 
 1.小グループ・・・・・1：5 8種のグループレッスンを提供（フィリピン人講師） 
 2.大グループ・・・・・1：10 6種のグループレッスンを提供（一部ネイティブ講師） 
 

 Special Class (混在クラス) 

 1：多人数制、参加自由のオプショナルグループレッスンを提供 
 英語に楽しく触れることを目的として開設されており、内容は2週間ごとに変更されます。 

[カリキュラム詳細] 

区分 授業内容 

1：1  Speaking,Listening,Reading,Writing 

グループ 

Small(1：5) 

Reading & Understanding / Perfect Writing 

Public Communication/ Teaching Listening Strategies 

Film Studies / Media Education / Pictogram / Storyline 

Big(1：10) 

Speech Clinic / Speech Builder / Language Guide /  

Wordagram / Business English (British) /  

Presentation (British) 

Op 

フリーグループ 
1：15 

Discussion Class / Role-Playing or Dynamics class / 

Cultural Awareness / English Circle  

カリキュラム 
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常勤日本人スタッフ紹介 

氏名：CHIKAI OUGIYAMA 

 

皆さまの留学生活をしっかりサポート致します。 

皆さん、こんにちは。 
ZA Academyチーフマネージャーの扇山 誓（おおぎやま ちかい）と申します。 
主に、新入生へのオリエンテーション、週末の旅行アレンジなどを対応しております。当校の先生は英語
が全く話せない生徒さんから言葉を引き出すプロ集団です。 
また、学校の周りは安全でとても便利な場所にありますので、安心してお越しください。 

「日本人サポートスタッフ紹介」 
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「治安と緊急対応について」 

❏フィリピンの治安 
 

 
フィリピンの治安イメージ 
  とにかく危険・・・強盗・殺人が頻発する国 
 

実情として、 
  スリ・ひったくり等には要注意 
 

 ⇒しかし、年間約10万人の語学留学者の渡航実績 
 

 
 
東南アジアの後進国という状況は、渡航者自身の安全対策
は必ず求められます。 
 

【自己管理重要項目】 
・夜間のひとり歩きは避ける 
・貴金属を身につけたりや派手なファッションを避ける 
・スリ対策（大きなカバン・ポケットの財布等） 
・歓楽街やカジノへの出入りをしない 
・ジプニー（ローカルの乗り物）は利用しない 
 

その前提で、現地語学学校の対策は下記。 

 
【①エリアの安全管理】 
 

【②施設の安全管理】 
 

【③人員による安全管理】 
 

【④ルールによる安全管理】 

最先端医療設備を備えた総合病院 
・Cebu Doctors‘ Hospital (CDUH)（セブ） 
 

日本にいるのと変わらない最先端医療を受けることが出来
ます。 
 
また、各保険会社の現地窓口となる 
ジャパニーズヘルプデスクには日本人担当者が常駐し、 
キャッシュレスでの海外保険対応を日本語で行えます。 
 
病気や怪我のサポートは学校の日本人スタッフが付き添い
対応します。 
 

❏万が一の医療緊急体制状況 

CDUH 
セブ最大級の総合医療施設 

ジャパニーズヘルプデスク 
CDUH内に常時日本人ス
タッフが駐在 


