
FAMILY COURSE



FAMILY COURSEとは？

5-‐‑‒6  歳  
⼩小学１年年⽣生

7-‐‑‒8  歳  
⼩小学２~∼3年年⽣生

9-‐‑‒10  歳  
⼩小学３~∼４年年⽣生

11-‐‑‒14  歳  
⼩小学５年年~∼中学３年年⽣生

テスト

担当講師

オプションクラス

家族で⼊入学をし、親御様も御⼦子様も別々に授業に参加をします。JUNIORコースでは、細かく年年齢を分類し  
年年齢とレベルに適切切なカリキュラムを提供しています。PARENTコースは、1⽇日に４コマのマンツーマン授業のみで、  
少しゆとりを持ってセブを満喫するためのカリキュラムを提供しています。必要な英語学習の提供とフィリピン  

でしか経験できない時間を家族⼀一緒に過ごす事ができます。

JUNIORコースの年年齢分け(各レベル１−４)  

新⼊入⽣生テストの他、４週ごとにテストを受けてレベルとテキストが変わります。

教科毎の担当講師は４週⽬目に変更更のリクエストを受け、希望者のみ変更更となります。
（ジュニア学⽣生の場合は講師に慣れるまでに時間を要するため）

夏休みと冬休みにジュニア学⽣生が多く来る時期に限定し、ジュニア学⽣生専⽤用のオプションクラスを開講しています。 　 　 　 　                  
1.  ZUMBA  クラス 　2.  GUITARクラス      3.  ⽇日記・単語ライティングクラス 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　                                      

    ※オプションクラスの内容は変更更の可能性があります。開講の時期に関しては、別途お問い合わせ下さい。



FAMILY COURSE 
学習カリキュラムの紹介



マンツーマンクラス 　  
３時間

グループクラス 　  
３時間

選択オプションクラス  
1~∼2  時間(希望者のみ)

5-‐‑‒6  歳  ⼩小学１年年⽣生



READING

イラスト付きの教科書
を使って似た⾳音の単語
を⼀一緒に覚え、発⾳音の
仕⽅方を練習します。

SPEAKING

教科書に出てくる会話
⽂文を学習し、同じよう
に⾃自分の答えが⾔言える
ように練習します。

VOCABULARY

イラストを⾒見見ながら
新しい単語を覚え、
書く練習もします。

マンツーマンクラス

5-‐‑‒6  歳  ⼩小学１年年⽣生(レベル１−４)



グループクラス
EDUTIVITY  1

ART  CLASS

LISTENING

オーディオを聞いて、正し
いイラストに丸を付けた
り、英語や歌を通して楽し
みながらリスニングスキル
アップを⽬目指します。

講師と英語で会話しなが
ら、アートを楽しむクラス
です。授業を楽しみなが
ら、英語も⼀一緒に学習でき
ます。

クラスメートと⼀一緒に様々
なアクティビティに挑戦し
ます。例例）インタビュー質
問、買い物、クリニック、
道案内、紛失物の確認など

5-‐‑‒6  歳  ⼩小学１年年⽣生(レベル１−４)



7-‐‑‒8  歳  ⼩小学２~∼3年年⽣生(レベル１−４)

マンツーマンクラス 　  

4時間
グループクラス 　  
３時間

選択オプションクラス  
1~∼2  時間(希望者のみ)



SPEAKING

教科書に出てくる場⾯面毎
のROLE-‐‑‒PLAYを真似す
る事で⽇日常に役⽴立立つ会話
⼒力力を⾝身につけます。

READING

短いストーリーを読む練習
をし、講師が発⾳音やイント
ネーションを教えます。

VOCABULARY

イラストを⾒見見ながら新し
い単語を覚え、書く練習
もします。

WRITING

⽂文章の⽳穴埋め問題や並び替
え問題など、ドリル形式で
⽂文章を作成していきます。

7-‐‑‒8  歳  ⼩小学２~∼3年年⽣生(レベル１−４)

マンツーマンクラス



EDUTIVITY  2

LISTENING

クラスメートと⼀一緒に
様々なアクティビティに
挑戦します。例例）インタ
ビュー質問、買い物、ク
リニック、道案内、紛失
物の確認など

オーディオの内容を理理解
し、質問に回答する練習も
取り⼊入れて学習します。

ART  CLASS

講師と英語で会話しなが
ら、アートを楽しむクラ
スです。完成した作品を
他⼈人に英語で説明する実
践学習もあります。

7-‐‑‒8  歳  ⼩小学２~∼3年年⽣生(レベル１−４)

グループクラス
LISTENING



9-‐‑‒10  歳  ⼩小学３~∼４年年⽣生(レベル１−４)

マンツーマンクラス 　  
5時間

グループクラス 　  
2時間

選択オプションクラス  
1~∼2  時間(希望者のみ)



SPEAKING READING

WRITING VOCABULARY PATTERN  ENGLISH

短いストーリーを読む練習
をし、講師が発⾳音やイント
ネーションを教えます。

1⽇日の⾏行行動について説明した
り、時間や⽇日付を⾔言う練習を
して、⽇日常で役⽴立立つスピーキ
ングスキルを⾝身につけます。

基礎⽂文法を習いながら正しく⽂文章
を作成できるように練習します。

⽂文章中にでてくる単語を覚えた
り、その単語が名詞か動詞かも学
習するので⽂文法の勉強にもなりま
す。

会話フレーズを覚え、会話中に
使えるように練習します。

9-‐‑‒10  歳  ⼩小学３~∼４年年⽣生(レベル１−４)

マンツーマンクラス



TALKFEST  1 LISTENING

オーディオを聴いて、⽳穴埋め問題や選択問
題を解きリスニングスキルを鍛えます。

シチュエーションを想定して、その場⾯面
で必要な表現を学び会話ができるように
練習します。クラスメートとディスカッ
ションをします。

9-‐‑‒10  歳  ⼩小学３~∼４年年⽣生(レベル１−４)

グループクラス

Talk with your friends



11-‐‑‒14  歳  ⼩小学５年年~∼中学３年年⽣生  
(レベル１−４)

マンツーマンクラス 　  
5時間

グループクラス 　  
2時間

選択オプションクラス  
1~∼2  時間(希望者のみ)



SPEAKING READING

WRITING VOCABULARY PATTERN  ENGLISH

教科書にはユニット毎にストー
リーがあり、ストーリーに関す
る質問事項に答え、講師と会話
するスキルを⾝身につけます。

⽂文章中にでてくる単語を覚えたり、そ
の単語が名詞か動詞かも学習するので
⽂文法の勉強にもなります。

会話フレーズを覚え、会話中
に使えるように練習します。

単数形と複数形の違いによる単語や名
詞の変化を学習し、より⽂文法を深く学
習していきます。

11-‐‑‒14  歳  ⼩小学５年年~∼中学３年年⽣生  
(レベル１−４)

マンツーマンクラス

ストーリーを読みながら、発⾳音
の練習と共に内容を理理解し、問
題を解きながら学習します。



TALKFEST  2 LISTENING

オーディオを聴いて、⽳穴埋め問題や選択問
題を解きリスニングスキルを鍛えます。

11-‐‑‒14  歳  ⼩小学５年年~∼中学３年年⽣生  
(レベル１−４)

グループクラス

シチュエーションを想定して、その場⾯面
で必要な表現を学び会話ができるように
練習します。クラスメートとディスカッ
ションをします。

How’s your weekends?



オプションクラス
オプションクラスとは、授業外に無料で追加できる選択式の特別クラスです。
ジュニア学生が多く入学する７月～８月、１～２月の時期は限定でジュニア専用のクラスを開講しています。
※内容や時期は現地の状況により、異なる可能性がございます。

ズンバクラス ギタークラス ⽇日記と単語の⾃自習クラス

ジュニアアクティビティ 時期によっては、ジュニア学⽣生全体が集まり英語を使ったアクティビティを開催する事も
あります。



ファミリーコース体験談

親子留学２週間のコースだったのですが、充実していて一瞬で時間が過ぎました。６歳の娘には６コマの授業は多いか
なと考えていましたが、娘も飽きることなく一日を過ごしオプションクラス（ズンバ・ギター）も受講させて頂き、
本当に楽しく学べる時間を過ごせたと思います。
実際の授業に関しては、日本国内の有名英語校と比較した場合も全く遜色なく違いはネイティブスピーカーかどうかと
いうくらいの質に感じ、満足しております。コマ数が少なかったので教師全てがそうであるかは分かりませんが、良い
学校であると思います。何よりも私の英語に対しての温度感と合っていたのが有難かったです。

細かい内容まで心配りのある素晴らしい学校でした。使用したテキストも調度よくレベルテストのフィードバックも的
確で驚きました。先生方も大変しっかりした方ばかりで勉強になりました。
カフェやホテルも使いやすく快適でした。食事は心配していましたが、思ったよりずっと美味しく満足出来るものでし
た。もし、またセブ留学ができるのなら、この学校に来たいと思います。ありがとうございました。


