


Welcome

CIP 概要
Celebrating 8 Years!

Clark Institute of the Philippines Foundation, Inc,(CIP)は、フィリピンはクラークに位置する、私立の語学学校です。
CIPでは、英語を第一言語としない（韓国、日本、台湾、中国、香港、ベトナム、タイ、ロシア、など）生徒の皆さんに、
英語の授業を提供しています。

CIPは、Technical Education and Skills Development Authority (TESDA)、入国管理局、Securities and Exchange 
Commission (SEC)から許可を受けている、政府認定の正式な語学学校です。 CIPは2007年に設立され、それ以降着
実に成長してきました。2012年、IDPオーストラリアにより公式IELTSレビューセンターとして認定されました。同様に、
TESOL教育センター、公式アメリカミズーリ州立大学IFG英語プログラム教育センターとしても認定されています。

MOU with Central Luzon College of Science and Technology–サンフェルナンドキャンパスとは単位認定プログラムで
提携し、大学生が単位取得のためにCIPで留学する為のサポートを行っています。ロンドン商工会議所が発行する
LCCI（ビジネス英語資格）も発行できる世紀語学学校として2012年に承認されました。

CIPでは最大5コマのマンツーマンクラス（フィリピン人講師/ネイティブ講師）さらには、2コマのネイティブ小グループク
ラス、2コマのネイティブオプショナルクラス（コースによって受講可能コマ数変動）を受講することができます。生徒の
皆さんには、intensiveコース、TOEIC、TOEFL、IELTSなどの試験対策コース、ビジネスコースなどを選択していただくこ
とが可能です。

CIPでは全スタッフが皆様のご来校を心よりお待ちしております。講師、スタッフ共に、皆様の勉強、目的の達成を全
力でサポートさせていただきますのでご安心して留学していただけます。

For more information click here.

https://www.cipenglishschool.com/


Accreditations:

CIPはパンパンガ、アンヘレスにある

フィリピンナンバーワン英語学校です。
優れた教育と学生満足を通して、確か
な名声を確立し、そしてCIPは複数の
専門的な連盟の積極的なメンバーです。

私たちの賞、会員資格、および認定は、
最高品質の英語教育と英語トレーニン
グを届けるというCIPの公約の証とし
て提供しています。

フィリピン入国管理局の認定教育機関

CIPは外国人留学生を登録し、フィリ

ピン入国管理局の留学生受け入れ承認
や、Special Study Permit (SSP)の

ような特別許可書を発行することがで
きる政府認定機関です。

CELTECH COLLEGE

CIPはCELTECH Collegeと提携したこ
とを誇りに思います。CELTECHは、

フィリピンの若者に質の高い、そして
国際的に競争力のある教育を提供する
というビジョンに重きを置いており、
次世代、フィリピンが産業的、経済的
に強くなるよう専門技術の開発の指導、
人的資源の必要条件に合うようになる
ための教育センターを委託します。

フィリピン教育省の技術教育・技能開
発機構（TESDA）により認定。
CIPは正式に認められ、フィリピン
ESL専門学校として登録されています。

TESOL ASIA

CIPは、世界有数の TESOLメンバー
シップ組織の1つであるTESOL ASIAに

よって認可されています。メンバー
シップの境界線や国境はありません。

IELTS IDP

29ヵ国に75の支店を持つオーストラリ
アIDPは、アメリカ、カナダ、UK、

ニュージーランドの各国での英語能力
評価のことで、国際的な英語力評価を
行うことができる世界的な機関です。
IDPは130ヵ国、800以上のセンターで
実施されています。IELTS IDPはブリ

ティッシュカウンシルとケンブリッジ
大学英語検定機構によって共同で運営
されています。

LCCI

CIPはLCCIによって認定されました。
LCCIは世界的に有数の国際教育サービ

ス会社であり、世界中の職業的資格と
専門的資格を提供する認定授与機関で
す。

フィリピン教育省（DOT）が教育研究
所として認定されています。
CIPは観光部によって正式に認定され
ています。

IFG University

CIPはフィリピンの唯一のIFGアメ
リカ進学保証認定スクールです。

アンヘレス市役所から教育機関ビ
ジネス許可証を取得しています。
CIPは、アンヘレス市のパンパン

ガ、フィリピンの登録教育機関で
す。

For more information 
click here.

https://www.cipenglishschool.com/general-information/


CIP学習環境

ネイティブ講師との学習

CIPはネイティブ講師1人に対し、6人の
生徒の割合でフィリピンでは最も多い
数のネイティブ講師が在籍しています。
生徒はアメリカ、カナダ、オーストラリ
ア、イギリス出身の講師から本物の英
語、そして英語を通し様々な文化を学
ぶことができます。

CIPはネイティブ講師及びフィリピン人
講師とのマンツーマンクラス、ネイティ
ブ講師グループクラスから構成される
6つのインテンシブコースを提供してお
り、いずれも生徒のレベルや英語学習
の目的によってカスタマイズできます。
また生徒は一般英語、アカデミック英
語、ビジネス英語など、様々な英語を
学ぶことができます。

英語上達のベストな方法は英語を常
に使い続けることです。CIPの生徒
は’English Only Policy’を実践していま
す。生徒は毎日色々な状況で英語を
使うことで、自信を身につけていきま
す。韓国・日本・台湾・中国・香港・ベト
ナム・タイ・ロシア、その他様々な国出
身の生徒が在籍しています。

CIPのグループクラスは個々
に焦点が当てられるよう、最
大6名の少人数制グループク
ラスで、授業では対話的学習
プログラムによる効果が絶大
に得られます。

CIPスタッフは皆、家族のような雰囲気で
楽しくフレンドリーです。生徒一人ひとり
に焦点を当て、サービスを提供できるよう
考慮されており、皆様の安全で快適な生
活を保証します。さらに、生徒の日々の
生活や勉強に対する満足度を知るため
定期的に各部門リーダーやBuddy講師と
の面接時間を設けています。

全講師は有能で情熱的、かつ定期的に
Oxford and Cambridgeから最適な教材を
用い、最新で最も効果的な指導法による
トレーニング受けています。また、トレー
ニングを通し講師達は学習過程において
生徒に潜在する落とし穴やそれに対する
解決策、学習に影響しうる文化的背景を
学ぶことができます。

多様なコース

実践的な英語環境
ネイティブ講師との少人数制
グループクラスグループクラス

親身で理解あるスタッフ陣

有能で情熱ある優れた講師

NATIONALITY MIX

For more information click here.

https://www.cipenglishschool.com/facility/


レベル/成績評価

CEFRとは？

レベルテスト

出席/卒業証書/一般課題

CEFRとは、 Common European Framework of
Reference for Languagesの略称で、６段階のレベ
ルに分けられています。 語学のコミュニケーショ

ン能力別のレベルを示す国際標準規格として、欧
米で幅広く導入されつつあります。

入学オンラインテスト ( www.cipplacementtest.com )

毎週模擬テスト: TOEIC, TOEFL, IELTS

毎週単語テスト

プログレステスト: 毎月最終金曜日

90％以上の授業出席によりCIP公式卒業証書を受
け取ることができます。

毎週エッセイ

For more information click here.

CIPでは生徒のみなさんの英語能力を評価するに当たり、下記のような能力評価システムを導入しています。これは、公式の
IELTS, TOEIC, TOEFL-iBT、Cambridge,CEFRのスコアに対応しており、客観的なスコアと照らし合わせてみることが可能です。生徒
の皆さんのレベルは、テストだけでなく、担当講師の評価などを基に総合的に判断されます。

https://www.cipenglishschool.com/level-test/


スタディーホール トレーニングルーム 掲示板

スイミングプール 売店

ジム

ドミトリー 1

ドミトリー3

CIP

施設
CIPの施設は学生が快適に、そして

勉強に集中して過ごせるよう、常に
清潔を保てるよう心がけています。

For more information click here.

https://www.cipenglishschool.com/facility/


学校校舎 マンツーマンクラス グループクラス ドミトリー 2

CIPの中心

CIPの中心となるオフィス
リゾート型

学生サービスセンター 学生サービスセンター

ガジボ ルームJ ルームK 食堂

For more information click here.

https://www.cipenglishschool.com/facility/


CIPはIFG認定

英語センターと
なっている
フィリピン唯一の
語学学校です。

IFG プログラム WHAT IS THE 

INTERNATIONAL 

FOUNDATION PROGRAM?

IFGプログラムを利用して、アメリカのカレッジ専門学校/大学に入るための学生
が準備するために。

アジアの学生はアメリカのカレッジ専門学校/大学で成功する学生として必要な英
語能力を持っている、ということをIFGプログラムは保証します。フィリピンで英語
を勉強する利点を活用することで、IFGプログラムは、学生がアメリカのカレッジ
専門学校/大学の生活の需要に対応できるように備えています。

ミズーリ州立大学

モンタナ大学

フォックスバレーテクニカルカレッジタコマコミュニティカレッジ

ワトコムコミュニティカレッジ

プログラム 期間
コースタイプ

参加レベル 授業内容

IFG 20

利点

20 週間 IFGプログラム
IELTS 

overall 4.0
ライティングと
テスト攻略集中

• 期間中、IELTS公式テスト2回
・４年間、授業料40％分の奨学金
•アメリカの提携大学への入学許可

プログラム 期間 参加レベル 授業内容

IFG 32

利点

32 週間 IFG プログラ
ム

A2 (初中級 ライティングと
テスト攻略集中

• 期間中、IELTS公式テスト 3回
・4年間、授業料40％分の奨学金
• アメリカの提携大学への入学許可

For more information click here.

コースタイプ

https://www.cipenglishschool.com/ifg-program/


INTENSIVE 

ENGLISH
このコースは初級から上級者まで、生徒の皆様の要望にお答えする形で、
英語学習に必要なすべての教科（Speaking、Pronunciation、Vocabulary、
Reading、Listening、Writing 、Grammar）を網羅しております。6種類のコー

スの中から、ご自分にあったコースを選択できます。（ネイティブ講師との
マンツーマンクラス数でPremium,IntensiveA-D,Start Learnerに分かれてい
ます。）このコースでは一日最大9コマのクラスを受講していただくことが可
能です。

コース ネイティブ講師
1:1

フィリピン講師
1:1

ネイティブグ
ループクラス

フィリピン人講師
グループクラス

授業構成

Intensive プレミアム

Intensive A

備考 1コマ 45分授業

グループクラスには、無料オプショナルクラスは含ま
れていません。

Intensive B

Intensive C

Intensive D

Start Learner

I stayed in CIP for 6 months and I could know for sure that CIP is just a

lovely place to have a great speaking experience with Native teachers

and students of different nationalities, and a working environment to

grow as a young professional. I was able to increase my level up to

Upper-Intermediate level in CIP, and knew so many people world over.

Yana (Russia)

コース期間:

コース入学条件

最短1週間

英語力に関する要件はありません

16歳以上の方

For more information click here.

https://www.cipenglishschool.com/esl/intensive-course/


RAPID 35/70
ラピッド35/70  インテンシブコースは、スピーキング、リスニング、ライティ

ング、リーディング、グラマー、ボキャブラリーのテスト結果をもとに構成
されます。
学生はマンツーマンクラス6コマ（ネイティブ講師3コマ、フィリピン人講師3
コマ）、ネイティブ講師グループクラス1コマ、ネイティブ講師オプショナル
クラス2コマ（朝、放課後）を受講します。

ネイティブ講師、フィリピン人講師は、学生の英語能力をより早く向上さ
せることができます。

このコースは、短期間で英語学習に集中し、そしてより良い結果を求め
る学生にお勧めです。

コース
保証授業数

ネイティブ講師 1:1 フィリピン人講師 1:1 ネイティブグループクラス

授業構成

Rapid 35

Rapid 75

利点

備考

通常祝日などに関わらず、クラス時間を保証します。

クラスのタイプ クラス数 科目 備考

ネイティブ 1on1

ネイティブ 1on1

ネイティブ 1on1

フィリピン 1on1

フィリピン 1on1

フィリピン 1on1

ネイティブグループクラス

1 コマ

1 コマ

1 コマ

1 コマ

1 コマ

1 コマ

1 コマ

発音

スピーキング

単語

リスニング

リーディング

文法/ライティング

ディスカッション/討論

欠席不可

欠席不可

欠席不可

欠席不可

欠席不可

欠席不可

欠席不可

In CIP, all staff and even other students were really willing to help me

with all the things and concerns that I need. All my teachers without any

exception taught me so much about English Language. To sum it up, I had a

wonderful stay in CIP and I found this experience undoubtedly the best.

Olga (Spain)

コース期間:

コース入学条件

Rapid 35 : １週間

Rapid 70 : 2 週間

ご到着前にオンラインテストを受けてください。

16歳以上の方

1

1

クラス数（35/70）を保証します。
1コマは45分です。
ネイティブ講師とのグループクラス1コマ、無料オプショナルクラス2コマ

For more information click here.

https://www.cipenglishschool.com/esl/rapid-course/


YOUNG LEARNERS ENGLISH (YLE)

ヤングラーナーコースはスピーキング、リスニング、ライティング、文法、
発音、リーディング、ボキャブラリーのテスト結果を基に授業が進行され
ます。

このコースは、韓国、日本、台湾、ベトナム、タイなど、世界中
からの子供たちを受け入れています。

プログラム
ネイティブ講師 1:1

YLE A

備考

YLE B

スピーキング

保護者専用コース (EG)

フィリピン人講師 1:1 ネイティブグループ 夜間自習

授業構成

● ネイティブグループクラスはクラスのレベルに達していない場合に限り、ノンネイティブ講師のマンツーマン
クラスに変更することができます。ナイトクラス２時間義務も追加されます。

● English for Guardians (EG)：このコースは留学されるお子様の保護者の皆様のために用意されてい
るコースです。英語力のレベルによっては、ご希望に応じて他のコースへの変更可。お問い合わせください。

クラス コマ数 YLE A YLE B YLE C

YLE C

文章読解

スピーキング練習

ライティング/文法

単語

リスニング/書き取り

毎日の単語学習

毎日のライティング学習

ネイティブ 1:1

ネイティブ 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

ネイティブグループクラス

ネイティブ 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

ネイティブ 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

授業に関係のある単語学習を通して、
単語の意味、文章中での使い方を学習します。

ライティングの宿題管理 (例：日記、エッセイ、など ) 
授業に関するもの

*このスケジュールは見本なので、科目などは変更される場合があります。

コース期間:

コース入学条件

最短 2週間

7-15歳まで

For more information click here.

https://www.cipenglishschool.com/young-learners-english/


IELTS/TOEIC SPARTA

スパルタコースは、レベルや期間などの理由でIELTS/TOEIC点数

保証コースへの参加条件が満たされなかった学生の為や、短期間
で集中したい学生に構成されます。このコースは、学生がCIPに

滞在している間、集中的に試験のトレーニングを受けることがで
きます。より早く確実にスコアアップを目指している方に最適で
す。

IELTS/TOEIC スパルタ

• 点数保証コースと同じカリキュラム
- ウィークリー模擬試験
- 毎日 IELTS/TOEIC RC/LC テスト
- 夜間義務自習
- ウィークリー単語テスト

* 無料公式テストは含まれていません。
• IELTS/TOEIC 準備コースへの変更可能

特別フィリピン人講師 1:1 4コマ + フィリピン人グループクラス 1コマ + ネイティブ講師 1コマ

特徴

2週間ルーティンの方法

第1週目 模擬テスト 第1週目 授業 第2週目 模擬テスト 第2週目 授業

毎日の
模擬テスト

・ リーディング
・リスニング

・必要な技術を
身につけます。
・あらまし

第1週目と同じテス

トを実施し、確実に
スコアアップを目指

します。

テストレビューに

焦点を置き、弱点を
克服します。

2週間ルーティンの方法
このシステムを通して、学生は本番に似たような状況でテストを受ける、ということに慣れることができます。

同様に、授業で習った解法を利用して試験に取り組み、そして本番で重要なタイマネジメントスキルの大幅な向上が見込めます。

コース期間:

• 最短1週間

コース受講条件:
• A2 & Above以上推奨



IELTS/TOEIC 

SPARTA

時間 クラス

7:30 ~ 8:00

IELTS 授業内容

8:00 ~ 8:40

8:50 ~ 9:35

9:40 ~ 10:24

10:30 ~ 11:15

11:20 ~ 12:50

13:00 ~ 13:40

13:45 ~ 14:30

14:35 ~ 15:20

15:25 ~ 16:10

16:15 ~ 17:00

DINNER TIME

19:00 ~ 22:00

22:00 - Onwards

1st Class

2nd Class

3rd Class

5th Class

6th Class

7th Class

8th Class

朝食

IELTS ウィークリー単語テスト(金)

グループクラス IELTS 発音/スピーキング

IELTS リーディング & リスニング 試験 (月-木)  

毎週土曜 義務模擬試験 ( 9AM -12AM ) 

ランチ休憩

1on1 IELTS リーディング

休憩

1on1 IELTS スピーキング

グループクラス IELTS リスニン

グ

1on1 IELTS ライティング Task 1

1on1 IELTS ライティング Task 2

自由時間

義務自習

自由時間

7:30 ~ 8:00

08:50 ~ 10:50

10:50 ~ 11:20

11:20 ~ 12:05

12:10 ~ 13:35

13:45 ~ 14:30

14:35 ~ 15:20

15:25 ~ 16:10

16:15 ~ 17:00

17:05 ~ 17:50

5:50 – 7:00

19:00 ~ 22:00

22:00 -Onwards

1st Class

2nd Class

3rd Class

4th Class

5th Class

6th Class

7th Class

朝食

ウィークリー義務単語テスト ( 金 ) 

デイリー義務TOEIC テスト ( 月 – 木 )

時間 クラス TOEIC 授業内容

休憩

TOEIC Part 1,2 - Non Native 1:1

ランチ休憩

TOEIC Part 3,4 - Non Native 1:1

TOEIC Part 5,6  – Non  Native 1:1

TOEIC Part 7  – Non  Native 1:1

TOEIC スピーキンググループクラス

発音矯正グループクラス

夕食

義務自習

自由時間

IELTSサンプルスケジュール TOEICサンプルスケジュール



試験準備コース
このコースは、IELTS/TOEIC/TOEFLの試験対策用に開設されて

います。初めにイニシャルレベル判断のためテストが行われ
ます。その後、専門講師が生徒のレベルに沿って授業を行い、
また日々の授業を通して試験に慣れ、弱点に対し集中的に
その項目を強化学習することも可能です。テスト対策や解法
戦術についても専門講師が丁寧に指導いたします。英語初
級者にもお勧めです。

コース期間:

コース入学条件

最短１週間

英語力に関する要件はありません

A2以上推奨

コース クラス コマ 授業科目 内容

IELTS

TOEIC

TOEFL

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

グループ

グループ

グループ

IELTS Writing Task 

1
IELTS Speaking

IELTS Reading

IELTS Writing Task 

2
IELTS Speaking/ 

Listening

TOEIC Listening 1

TOEIC Listening 

2
TOEIC Reading 1

TOEIC Reading 2

TOEIC Speaking/ 

Pronunciation
TOEFL Listening

TOEFL Reading

TOEFL Speaking

TOEFL Writing

TOEFL Speaking/

Pronunciation

ライティングTASK1のスキル向上とテスト対策

スピーキングスキルの向上とテスト対策

リーディングスキルの向上とテスト対策

ライティングTASK2のスキル向上とテスト対策

IELTSスピーキング・リスニングに特化したクラス

TOEIC Part 1, 2の解答テクニック取得とスコアアップ訓練

TOEIC Part 3, 4の解答テクニック取得とスコアアップ訓練

TOEC Part 5, 6の解答テクニック取得とスコアアップ訓練

TOEIC Part 7の解答テクニック取得とスコアアップ訓練

TOEICスピーキング・発音矯正に特化したクラス

TOEFLリスニングスコアアップ集中

TOEFLリーディングスコアアップ集中

TOEFLスピーキングスコアアップ集中

TOEFLライティングスコアアップ集中

TOEFLスピーキング・発音矯正に特化したクラス

The teachers at CIP are very friendly and they have their own teaching

styles which encourage me to study harder. The best experience for me is

meeting foreign people with different cultures because I can learn

things from them and make friends with them. I really enjoyed my time

here while studying English.

Iris (Taiwan) For more information click here.
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IELTS 5.5/6.0/6.5/7.0点数保
証このコースではIELTS試験における4つの分野（リスニング・スピーキ

ング・リーディング・ライティング）に焦点を当て、目標点数の獲得を
目指し、学習していきます。専門講師による日々の指導に加え、4

分野それぞれの反復学習を繰り返し、さらに、テスト対策・解法戦
術の指導を通して、能力の向上と点数獲得を目指します。

I got 7.0 Official IELTS Overall band score. CIP is one of the best school that I have

studied at! It is excellent in promoting the welfare of the students and teachers.

Their buddy system and level test is great because it gives me a room for

improvement and these optional classes of Native teachers are efficient because I

can choose what group class will be suitable for me. All in all, I recommend CIP to

my fellow students who are looking for the best place to study English.
Tamanov (Russia)

コース期間:

コース入学条件

12 週間

IELTS 5.5: 各科目 3.5

IELTS 6.0: IELTSバンドスコア5.0

IELTS 6.5: IELTSバンドスコア5.5

IELTS 7.0: IELTSバンドスコア6.5

クラス コマ数 授業科目 内容

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

ネイティブ
グループクラス

フィリピン人
グループクラス

IELTS 

Writing Task 1

IELTS 

Speaking

IELTS 

Reading

IELTS 

Writing Task 2

IELTS Speaking 2

ライティングTASK1スキルの向上とテスト対策

スピーキングスキルの向上とテスト対策

リーディングスキルの向上とテスト対策

ライティングTASK2スキルの向上とテスト対策

IELTSスピーキングに特化した
ネイティブ講師とのグループクラス

IELTS Listening IELTSスピーキングに特化した
フィリピン人講師とのグループクラス

For more information click here.
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TOEFL 75/85/100 点数保証コース
このコースはTOEFLの試験に必要な、リスニング、リーディング、ス
ピーキング、ライティングの4つの分野を習得しようと考えている方
に向けた点数保証コースです。試験に必要な4つの分野において

基本的な文法や語彙の獲得も踏まえ、目標スコア獲得に向け、カ
リキュラムが用意されます。毎日の予習復習、さらにはテスト対策、
解法戦術を身につけ、日々の反復練習により、点数を伸ばしてい
きます。本試験同様の模擬試験を繰り返し、試験準備を行います。

コース期間:

コース入学条件

12週間

70点保証 : 各科目12点以上

85点保証 : 各科目15点以上

100点保証 : 各科目20点以上

I found out I got a total score of 92 in the official TOEFL exam, which

made me qualified to attend an American University and take up

Marketing this coming school year. I am very thankful to all my

teachers who guided and taught me to help achieve my goal of studying

in the US, the whole three times I went here.

Kay (Japan)

クラス コマ数 内容

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

ネイティブ
グループクラス

フィリピン人
グループクラス

TOEFL Listening

TOEFL Speaking 

1

TOEFL Writing

TOEFL Speaking 2

Pronunciation

リスニングスキルの向上とテスト対策

スピーキングスキルの向上とテスト対策

ライティングスキルの向上とテスト対策

スピーキングスキルの向上とテスト対策

発音矯正に特化した
ネイティブ講師とのグループクラス

TOEFL Reading TOEFLリーディングに特化した
フィリピン人講師とのグループクラス

For more information click here.
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TOEIC 700/800/900点数保証
コース

このコースはTOEICの試験対策コースとして開設されています。
授業では目標スコア獲得に向けTOEICのリーディング、リスニ
ング及び、スピーキング、TOEICに必要な語彙や文法の知識も

向上させます。専門講師による毎日の反復練習と的確なテス
ト対策、解法戦術の指導を通して、能力の向上と目標スコア獲
得を目指します。毎日の模擬試験は参加必須です。

Because of CIP and my teachers I was able to get a 865 score in the

official TOEIC exam, which will help me find a suitable job in Japan. I

think it’s impossible for me to forget my time in CIP because my CIP

life helped me gain a broader view of life and pile up a lot of

experience.

Hiro (Japan)

コース期間:

コース入学条件

12 週間

700点保証 : リスニング、リーディ
ング各250点以上

800点保証コース : リスニング、
リーディング各300点以上

900点保証コース : リスニング、
リーディング各350点以上

クラス コマ数 授業科目 内容

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

ネイティブ
グループクラス

フィリピン人
グループクラス

TOEIC Listening 1

TOEIC Listening 

2

TOEIC Reading 

1

TOEIC Reading 2

Pronunciation

TOEIC Part 1, 2の解答テクニック取得と
スコアアップ訓練

TOEIC Part 3, 4の解答テクニック取得と
スコアアップ訓練

TOEIC Part 5, 6の解答テクニック取得と
スコアアップ訓練

TOEIC Part 7の解答テクニック取得と
スコアアップ訓練

発音矯正に特化した
ネイティブ講師とのグループクラス

TOEIC Speaking TOEICスピーキングに特化した
フィリピン人講師とのグループクラス

For more information click here.
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ケンブリッジ BEC
BECとは？
BEC（Business English Certificate）とはケンブリッジが

提供するビジネス英語検定となり、ビジネスにおける英語能力を
示す試験の受験が可能です。仕事上での英語コミュニケーション
スキルを向上させることができるカリキュラムで、ビジネスレ
ターやテレフォニング、プレゼンテーションなどの訓練も含まれ
ています。BECはイギリス、アメリカ、オーストラリアなどにあ

る多国籍企業、教育機関、ビジネススクールなどで受け入れられ
ています。

コース期間:

入学条件レベル

8週間

B1 Pre-intermediate / 20歳以上

Finally I passed my English test for Doctor of Philosophy in Naresaun

University. At first I thought it impossible but I passed. Thank you to

all my teachers in CIP for helping develop my English the whole time I

was there! I promise to keep on studying and visit you!

Pat (Thailand)

クラス コマ数 授業科目 内容

ネイティブ 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

フィリピン 1:1

ネイティブ
グループクラス

フィリピン人
グループクラス

スピーキングBEC

リーディングBEC

ライティングBEC

ビジネスグラマー・
ボキャブラリー

発音矯正・英語面接・
プレゼンテーション

ビジネスに関連したトピックを通してスピーキングを学び
ます。

グラフ、チャート、e－mailなどで焦点を当てるべきポイ

ントの理解を学習します。また、文章の中での正しい単
語、文法の使い方も学習します。

メモ、メッセージ、ビジネスメール、手紙の書き方を学び
ます。

異なる文章構成、動詞の時制、スピーチの仕組み、ビジ
ネスシーンでの単語を学びます。

スピーチの明瞭さ、発音や強弱の付け方など、ネイティブ
スピーカーのように話せるように練習します。

リスニングBEC
ビジネスライフの中である、インタビュー、会議といった
場面をイメージしたリスニング授業を行います。

For more information click here.17
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WHAT IS TESOL ?

TESOL (Teaching English to
Speakers of Other Languages)は
仕事、学校、または日常生活で
英語を使用しない国出身の学
生に英語を教えるための教師を
育成するコースです。たくさんの
種類のTESOL資格があり、それ
は要項の範囲や講師の質に
よって異なります。基礎コースは、
最低でも100時間の会話型ト
レーニングと、6時間の模擬授
業見学があります。

TESOL 120 HOURS CERTIFICATE 
CIPのTESOLコースは世界で最も広く認知されている２つの
TESOLコース、Trinity Cert TESOLとCambridge CELTAに基
づいており、最先端のTESOL資格を持つ経験豊富な教師トレー
ナーによって設計されています。120時間のクラスでの教師養

成に加え、フルコースではフィリピン人講師とのマンツーマン
の英語レッスンを提供しています。

コース期間:

コース入学条件

8週間

B1 Pre-intermediate / 20歳以上

クラス コマ数 合計時間 内容

ネイティブ
グループクラス

フィリピン人
グループクラス

備考

フィリピン 1:1

このコースで学習する学生は、証明書を授与されるために、各パートの評価が全て十分なスコアを
達成する必要があります。評価作業中においてスコアが達成されなかった場合、コース中に再評価
する機会が与えられます。

方法論（理論と実践）

レッスンプラン

教室管理と学生のモチベーション

4つの教師スキル(リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング)

Error Connection

4つの教師スキル(リーディング、ライティング、リスニング、スピーキング）

発音矯正 (IPAの使用を含む)

クラスでのゲームとアクティビティの使用

コースの教材やその他の資料の使用

言語を引き出す

概念の確認（言語の理解）

言語の学習方法

マンツーマンの指導（特別プロジェクトを含む）

単語を教える

文法を教える

言語評価

ビジネス英語を教える

ESPの教育（特別な目的の英語）

IELTS、TOEFL 、TOEICを教える

オンラインを教える

これらのレッスンは、学生それぞれの必要性に合わせて構成されています。
オプションは、スピーキング、リスニング、リーディング、ライティング、
単語、文法です。

子供を教える

For more information click here.
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入学申請書類はコース開始前にCIPへ提出されなければなりま
せん。また、申請する際以下の書類を提出してください。
 正式入学申請書
 パスポートのコピー
 入学金 ($100、返金不可)

入学金は入学契約後、返金不可。

入学許可書 (LOA) は入学金のお支払い確認後に発行されます。

学生は登録後、各エージェントを通してまたはご自身にて海外
旅行保険の申請及び、フライトの手配を行ってください。

学費（授業料と寮費）はコース開始3週間前に支払わなければ
なりません。

4週間以下のコース料金は以下の新パーセンテージシステムが
適応されます。
 1週間 : 4週間分の授業料と寮費の30% 

 2週間 : 4週間分の授業料と寮費の55

 3週間 : 4週間分の授業料と寮費の80

学生は必ず契約終了時には学校を退校し、コース開始日及び終
了日については入学申込書に記載されている日付を遵守してく
ださい。

コースや部屋タイプの変更は事前にマネージャーへの相談が必
要です。

IELTS, TOEIC, TOEFL, Businessやスペシャルコースに申し込

む学生は各コースが規定する入学レベル基準を満たさなければ
なりません。

ヤングラーナーの学生は必ず両親または保護者の同伴が必要で
す。

学生は他の学生に授業を委任することは許されません。

出席率90％以下の学生へのコース修了証は発行されません。

学生は持病や健康状態に注意が必要な場合は必ず事前に学校へ
報告すること。（アレルギー、持病、病気、身体障害など）

学生は入学前に学校の契約条件、方針、規定に同意し従わなけ
ればなりません。

登録及び入学規定

For more information click here.19
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返金規定

免責事項及び権限

返金を申請する学生はジェネラルマネージャーへ返金申請用紙
‘Refund Request Form’を提出しなければなりません。申請後30
日以内に返金処理がなされます。

短期留学 (4週間以下)、返金不可

病気や事故、または両親、兄弟、子供や配偶者などの家族の死亡
によるキャンセルの場合、残余期間の授業料と寮費の60％が返金
されるが診断書もしくは何らかの医療証明書の提出が必要です。

CIPは自然災害、紛争、突発的な出来事、飛行機の遅延やキャ
ンセルなどに対する責任は一切負いません。

学生は一度のみ留学を保留することができるが、中断した日より6ヵ月
以内に再開されなければなりません。6ヵ月以降、保留は無効となり返
金及び補償は要求できません。

学生の到着が遅れる、または指定日に来ない場合の返金は不可。

CIPの責任管理外で発生する人命の損失、事故や病気、紛失、
損害のようなCIP校外で発生した事態への責任は一切負いませ
ん。

学校規定規則の違反による退学処分の場合は返金不可。

フィリピンの祝日による休校に対する返金は不可。

出発 コース開始 授業料 寮費入学金

出発前

出発後

お申し込み後1週間以内

お申し込み後8日以降

コース完了期間50%以下

コース完了期間50%以上

返金不可

返金不可

返金不可

返金不可

100%

70％

50%

返金不可

100％

70％

50%

返金不可

For more information click here. 20
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