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Hello everyone!
My name is Jonathan Hull, but most people know me as John.
I came from Sacramento, California, and I am the vice president of
the A&J e-EduDC Academy. With president Hong Seok Yoon, we’ve
been teaching English since the start of this institute in the year
2008. We take pride in the way we educate our students, and it has
been a joy to be a part of this wonderful academy here in Baguio.
For the past eight years and counting, we have painstakingly
developed teaching methods, strategies, and curriculums to suit the
needs of all of our precious students. Our teachers are experienced
and qualified to teach each and every subject of English. Our
complimentary night classes are offered four nights a week, and all
of our students are free to join, no matter the level.
Studying here in Baguio is an enriching experience that all students
enjoy. The mild mountain weather provides our learners with a
comfortable atmosphere for study and leisure, with plenty of fresh
air to relax the mind and body. Especially in Legarda, where nothing
is too far away, our students have the conveniences of nearby
stores, restaurants, the park, and other attractions that this city has
to offer without having to travel long distances. We also hold
academy trips to the beach and other cities where we have fun
barbecuing, sightseeing, surfing, and other exciting activities.
Once again, we are dedicated teachers, and we take pride in what
we do. Your education is our priority, and we do our very best to
ensure that you leave happy and content with the necessary skills to
get you forward in the English speaking world, wherever you may
go and whatever dream you may pursue. We assure you that we
will help you become better English speakers, and that you will not
regret deciding to learn here in the A&J e-EduDC Academy.

Jonathan Hull
Vice-President

이민국 허가증

GREETING MESSAGES

On behalf of our institute, I, Jonathan Hull, welcome you,
and we are looking forward to teaching you.
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Educating
today`s Students for
tomorrow`s world

BAGUIO

·
·

Striving for excellence
Attaining perfection
Conquering the beyond

フィリピン・ルソン島北西部にある都市、バギオ。
標高1392mの高原地帯に位置しており、
年間平均気温は18℃前後と、フィリピン国内で唯一、
日本の秋のような涼しい天気で、避暑地となっています。
さらにバギオには15を超える総合・専門大学があり、
人口の半数以上が学生の「教育都市｣、
また国内で最も治安の良い都市として知られています。
このことから、バギオには地元の学生だけでなく、
諸外国からの語学研修生や留学生が多く集まり、
若さと活気が溢れた街になっています。
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INTRODUCTION
A&J e-EduDCの特色
A&J e-EduDC Academyでは、宿泊施設内にネイティブスピーカーが24時間滞在し、授業以外でも時間を共有し、実践的に英語を使う訓練ができるこ
とが最大のポイントです。また、フィリピン留学の最大の魅力である「マンツーマン授業｣に特化したプログラムを組めるようにと、ネイティブ講師との
マンツーマン授業を提供する「Native ESL｣、1日最長8時間のマンツーマン授業を受けられる「Crazy ESL｣や、わずか3ヶ月という短い期間でスピーキ
ング力を飛躍的に高める「Speaking Master｣、また「TOEIC得点保証コース｣「IELTS得点保証コース｣を開設しています。他にもグループ授業とマン
ツーマン授業をバランスよく取り入れた「Power ESL｣、マンツーマン6時間と復習2時間の「Intensive ESL｣、TOEFLやBusiness Englishに特化し
たマンツーマン授業を行う「Specialコース｣、ワーキングホリデー前に備えて、ESLでは扱いきれないホスピタリティ特化にしたカリキュラムを扱う
「ワーキングホリデー準備コース」など、数多くのマンツーマン授業プログラムの選択肢から自由にお選びいただけます。郊外の静かな土地に学校・宿
泊施設を置き、清々しい空気の中、リラックスし集中できる学習環境を整えています。また定員は最大50名と、この規模だからこそできる徹底した生徒
管理を行っています。日本、韓国だけでなく、中国・台湾・ベトナム・タイ・中東圏などから生徒を受け入れており、個性溢れる国際色豊かな学校です。

INTRODUCTION

公的証明書及び許可証
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MOA(front)

MOA(back)

Acceptance letter

SEC

ICC(インターナショナル クリスチャン カレッジ)
からの単位授与認定校合意書

ICCからの単位授与認定校合意書

ICC提出用 A&J入学許可証

証券取引委員会 登録証書

Business Permit

Immigration Permit

Immigration Permit

BIR

ビジネス許可証

SSP申請許可証(AAFS No.MCL-2009-101)

Fire Inspection Certification
消防安全管理認定証

SSP申請許可証(AAFS No.MCL-2009-101)

フィリピン国税庁による認定証

HISTORY
YEAR/DATE

COTENTS

2008
05月 01日

. A&J e-Edu 設立

06月 03日

. ESL(English as a second language) コース開設

2009
03月 01日

. TOEFL · IELTS · TOEIC · BUSINESS ENGLISH コース開設

04月 20日

. 学校施設移転(Petersville, Camp 7よりWest Burnham Place Condominium, Kisad Roadへ)

05月 10日

. INTENSIVE · NATIVE ESL コース開設, Family English Camp

2010
03月 21日

. A&J 韓国江南オフィス OPEN

04月 15日

. BESA(バギオ英語アカデミー協会)に加盟

2011
02月 12日

. DC Academyを買収し、A&J e-EduDC Academyに改称

03月 15日

. A&J e-EduDC JAPAN Homepage OPEN

04月 12日

. A&J 日本オフィス OPEN

2012
01月 10日

. バギオ ICC(BBCC)大学と M.O.Aを締結

03月 07日

. BESA主催 代理店向け視察ツアー参加

2013
02月 10日

. CRAZY ESL コース開設(マンツーマン授業 8時間)

03月 12日

. A&J 韓国鍾路オフィス OPEN , BESA主催 代理店向け視察ツアー参加

2014
11月 17月

. 中国、台湾、タイ、ベトナム、インドネシア代理店向け視察ツアー参加、マーケティング開始

12月 01日

. Speaking Master ESL , TOEIC , IELTS の保証コース開設

12月 07~13日

. BESA主催 日本代理店向けFamiliarization Tour参加

10月 08~09日

. BESA主催 日本代理店向け第２回バギオ留学セミナー参加（東京・大阪）

11月 05日

. BESA主催 台湾代理店向け第１回バギオ留学セミナー参加（台北）

2016
01月 01日

. ワーキングホリデー準備コース開設

03月 01~04日

. BESA主催 台湾代理店向けFamiliarization Tour参加

04月 05~09日

. BESA主催 日本代理店向けFamiliarization Tour参加

06月 11日

. 学校施設移転（West Burnham PlaceからCamp 7へ）

HISTORY

2015
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MAIN DORMITORY
5 Stories comfortable Building
The dormitory is secure with 24-hour campus security
郊外の閑静な土地、柔らかな風の中で過ごす、新しい留学生活
街の喧騒から離れ、清々しい空気の中が辺りに広がり、ゆったりとした時間が流れています。
コンパクトな校舎内はアットホームな雰囲気に包まれ、充実した留学生活が送れます。

A&J e-EduDCは2016年6月10日新校舎に移転しました。内装を全面改装し、
新しい姿に生まれ変わった校舎です。街の中心まではタクシーで10分の距離と、
誘惑から離れた環境で、学習に集中できます。
4階建てのコンパクトな建物の中に、教室・宿泊施設・ダイニング・カフェテリ
ア・ジム等、さらにミニショップもあり、生活に困ることなく、快適に過ごせま
す。日当たりの良く明るい校舎内は、アットホームな雰囲気で、英語でのソー
シャライジングが容易に行え、いつでも誰かと実践的に英語を活用することがで
きます。敷地内には広々とし、開放的なガーデンがあり、爽やかな陽の光と風を
感じながら、リラックスすることができます。週末はガーデンでバーベキューを
楽しむことも可能です。校舎裏に広がる景観は“夏の首都バギオ”をそのまま感じ
ることができます。

General ESL

POWER / INTENSIVE
NATIVE / CRAZY

TOEIC

Special Course

保証コース

IELTS

IELTS

ACADEMY PICTURES

ワーキングホリデー準備

Campus
. エントランス：2F
. 生徒滞在部屋：B1~3F

(1人,2人,3~4人部屋)

. ダイニングルーム : 2F

. カフェテリア：2F
. 教室 : 4F
. Conference Room/Self-Study Area : 4F
. オフィス : 2,4F
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. その他施設: ジム, バスケットボールコート,
ラウンジ、ガーデン

セキュリテー

カフェテリア

集会室

学校施設

バラエティ溢れる軽食の注文が可能なカフェテリア

ミーティングやテスト、自習、行事が行える多目的スペース

1人部屋、2人部屋、3~4人部屋

売店/ダイニング/ジム/ガーデン/多目的コート

ACADEMY PICTURES

宿泊施設

24時間365日 ID提示による入館警備体制

이민국 허가증
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| COURSE |

| PROGRAM |
POWER, INTENSIVE

General ESLコース
Speaking/Writing/Listening/Reading/Grammar/Pronunciationの6科目で構成し、
各レベルごとにマンツーマン授業及びグループクラス授業を行います。

General ESL

General ESL

CRAZY, NATIVE
TOEIC
Special
IELTS
Guarantee
(保証コース)

IETLS保証
ワーホリ準備

Power

1:1 授業 4時間 + グループ授業 2時間

Intensive

1:1 授業 6時間

Native

1:1 授業 1時間 Native + 5時間 Filipino Teacher

Crazy

1:1 授業 8時間

* 無料オプション(MON~THU) : フリーナイトクラス 2時間(Native/Filipino)
+Dictation Test + Vocabulary Test

CONTENT
A&Jには、一般的な会話を中心とした
General ESLの各コース、試験などの対策を扱う
Specialコース、学習の結果を保証するGuarant
eeコースがあります。あなたに合ったコースを選
んで、プログラムを開始し、現地でも授業の追加、
変更も可能です。
A&Jではより多くのマンツーマン授業を通して、
生徒様の英語力を迅速かつ効果的に向上できるよ
うにサポートしています。

ESLコースでは、Low Beginner/Beginner/Intermediate/High-Intermediate/
Advanceのレベルに分けられます。科目は選択自由で、好みの科目を選ぶことが可能です。
グループクラス教材はレベル別で組み分けられます。教科書はレベルと科目によって異なるため、
入学テスト後、副校長とヘッドティーチャーによって選定されます。ネイティブ講師が学校施設
内に滞在しているため、授業時間でなくとも、いつでも英語が使える環境です。

Special

IELTS

1:1 授業 6時間

TOEIC

1:1 授業 6時間

クラス開始日/ピックアップ日
. クラス開始日 : 毎週月曜日

. ピックアップ日 : 団体 隔週 土曜日 4PM~7PM,
10PM~1AM

TEST
. Level Test :アカデミー到着後のレベルチェック
. Bi-Weekly Exam :既習内容定着度確認テスト(隔週)
. Post Test : レベル別マンスリーテスト
(4週間以上滞在の生徒様対象)

授業日数
. 4週間 : 20日間

*無料オプション(MON~THU) : フリーナイトクラス 1時間(Native)
+Dictation Test + Vocabulary Test
Specialコースでは、留学や海外就職及び転職、キャリアアップを目的とした方へのコースです。
授業は全てマンツーマン、試験の最新傾向やテクニックに精通した専門講師共に、選りすぐりの教
材を使用して行われます。放課後でも、施設滞在のネイティブ講師が質問を受け付け、疑問はその
日のうちにクリアできます。

Guarantee Course(保証コース)
(土日祝日を除く)

(最低授業保証日数 : 18日間)

. Make up クラス : 平日/土曜日

IELTS

(1次、2次保証)

ワーキングホリデー準備
(準2次保証)

1:1 授業 6時間(12週/20週/24週)

1:1 授業 5時間 + Native グループ授業 1時間(12週)
*1:1 授業 6時間 (Beginner向け）
+バギオ市内レストランカフェでのOJT(40時間)

PROGRAM

* 必修オプション(MON~THU) : Dictation Test + Vocabulary Test
* 無料オプション(MON~THU) : フリーナイトクラス 1時間(Native)
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A&J 保証コースには、既存の(点数)保証コースよりもより英語初学者向きの保証特典があります。
IELTS保証コースでは、入学時の校内模擬テストにおいて、A&Jの規定したスコアを獲得できた場合、
IELTSの学習をスタートし、できなかった場合はIELTSに向けた学習の前にESLの内容で基礎を固め、
模擬テストのスコアが規定に達するまで、プログラムはスタートされません(1次保証)。
また、予定期間終了前に行われるIELTS公式試験の結果が保証スコアに満たない場合、
保証スコアを獲得できるまで、学費無料にてプログラムを継続できます(2次保証)。
ワーキングホリデー準備コースでは11週目に行われる認定テストに合格できなった場合、
学費無料（宿泊費のみ学生様負担）にて4週間の延長をして頂けます。
プログラムがスタートされるまでが保証の対象となり、学費無料にて基礎学習を継続していただきます。
※保証対象期間中の宿泊費は生徒様負担になります。また学則違反で保証は即時取り消しになります。

| GENERAL ESL |
A&J General ESLには4つのコース (Power, Intensive, Native, Crazy)があり、短期間でより早
く効果が上げられるよう、最大8時間のマンツーマン授業に加え、ナイトクラスとディクテーション
テスト、単語テスト、英文日記などのオプションアクティビティを提供しています。
Speaking/Listening/Writing/Reading/Grammar/Vocabulary/Pronunciation/Convasat
ionの訓練を通して、Low Beginner LevelからAdvanced Levelを目指す橋渡しをしています。

Program Details
コース

セミスパルタ

スパルタ

特徴

授業終了後、本人がスケジュール管理

アカデミーがスケジュール管理

対象

全てのESLコースで可能

Intensive, Native, Crazy ESL

オプション

フリーナイトクラス 2時間(Native/Filipino) + Dictation Test + Vocabulary Test + EOP

その他規定

週末のみ外出可

日～木曜日、21時半まで外出可能

Leveling
Level 1,2,3

Grammar/Vocabulary/Listening/Pronunciation

Level 4,5

Conversation/Writing/Speaking/Reading

Level 6,7

Reading/Communication/Interaction/Grammar

Intermediate

Level 8,9

Speaking Pattern/Writing/Listening/Reading

Advanced

Level 10

Speaking/Writing/Listening/Reading

Low Beginner
Beginner
Low-Intermediate

Tue

7:10~7:55

Wed

Thru

Sat

Sun

Breakfast

8:00~8:20

Dictation Test

8:30~10:20

Class (with 10 min break time)

10:30~12:20

Class (with 10 min break time)

12:30~13:30

Branch
(10:00~
11:00)

Lunch Break

13:30~15:20

Class (with 10 min break time)

15:30~17:20

Class (with 10 min break time)

17:30~18:20

Fri

We offer training in everyday
speaking for all levels and
topics, pronunciation and
intonation, American accent,
colloquial expressions, idioms,
listening comprehension,
and so on.
Our instructors are all qualified
and have years of experience
and expertise to give the
learners the ultimate English
speaking and learning
experience.

Sample Schedule(Semi-Sparta/Sparta)
Mon

The conversation classes are
specially designed to equip our
students with the necessary
tools for English communication.

Night Class with Filipino Teacher

18:00~19:00

ー

Our academic subjects
are designed to guarantee
success in formal English for
school and/or business.

Dinner

19:00~19:50

Night Class with Native Teacher

ー

20:00~20:50

Vocabulary Test

ー

(~21:30)

※:(Checking Curfew by Managers)

ー

※

* 現地時所によりスケジュールが変更になることがあります。

Schedule Process
1. Level Test – 入学時の英語力を判定(Grammar, Reading, Listening, Vocabulary)
2. Interview with Native and Head Teachers – 生徒のSpeaking力の判定、目標の把握
3. Materials for Study – レベルと目標を基に教材、科目を決定

These include grammar,
essay writing, speech
composition, reading
comprehension,
note-taking for lectures, critical
thinking, and many more!
Our man-to-man classes allow
the teacher to focus on each
student’s weaknesses for rapid
learning and development.

4. Class – 授業開始

General ESL Classes

PROGRAM

Native/Filipino Teachersとのマンツーマン授業、グループ授業を介して、体系的な授業の実施
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| SPECIAL Course |
A&J Specialコースでは、IELTS, TOEICをLectureとPracticeの2方式を用い、マンツーマン授業、
グループ授業を行います。
Speaking/Listening/Writing/Reading/の4領域で目標としているスコア、
期待されるスキルを、短期間で集中してトレーニングするように設計されているプログラムです。

Program Details
授業方式
特徴
オプション
アプローチ

Lecture

Practice
実践問題の解答、実用的アプローチを
繰り返し、知識とスキルの定着を図る

講義の中で知識と問題解決の方法を
学習し、実践に備える

フリーナイトクラス1時間(Native)+ Dictation Test + Vocabulary Test + EOP
Lecture & Practiceを用いた授業、隔週のテスト、マンスリーテスト、オプショ
ンクラス及びアクティビティを 通して、短期間で目標のスコア、スキルを獲得

Leveling(TOEIC, TOEFL, IELTS, BUSINESS)
Grammar/Vocabulary/Listening/Reading/Academic Skills

Beginner

Discussion Skills/Writing/Speaking Skills/Job Search Skills

Low-Intermediate

Reading/Speaking/Writing/Listening/Business Writing Skills
Reading/Speaking/Writing/Listening/Negotiation Skills

Intermediate

Assertiveness Skills/Current Events

Sample Schedule
Mon

Tue

Wed

7:10~7:55

Thru

Fri

Sat

Sun

Breakfast

8:00~8:20

Dictation Test

8:30~10:20

Class (with 10 min break time)

10:30~12:20

Self-study

12:30~13:30

Branch
(10:00~
11:00)

Lunch Break

13:30~15:20

Class (with 10 min break time)

15:30~17:20

Class (with 10 min break time)

17:30~18:20

ー

ー

18:00~19:00

Dinner

19:00~19:50

Night Class with Native Teacher

ー

20:00~20:50

Vocabulary Test

ー

(~21:30)

※:(Checking Curfew by Managers)

ー

※

* 現地時所によりスケジュールが変更になることがあります。

Schedule Process
1. Level Test – 入学時の英語力を判定(各試験模擬テスト、またはELSレベルチェックテスト)
2. Interview with Native and Head Teachers – 生徒のSpeaking力の判定、目標の把握
3. Materials for Study – レベルと目標を基に教材を決定
4. Class – 授業開始

SPECIAL Course Classes

PROGRAM

Native/Filipino Teachersとのマンツーマン授業、グループ授業を介して、体系的かつ実践的・実用的な授業の実施
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| 保証コース|
A&J 保障コースは IELTS/ワーキングホリデー準備コースの2種あり、目的にあった
選択をしていただけます。保障は1次/2次とあり、保障内容はプログラムにより異な
ります。各テスト初心者、英語初学者に確実に力を付けていただくために設計された
特別なプログラムです。

IELTS 保証
コース

1次保証

12週 2次保証

20週 2次保証

24週 2次保証

保証スコア

4.0 保証

5.5 保証

6.0 保証

6.5 保証

. 1次保証
入学時模擬テストにて規定スコアが獲得できればそのままプロ
グラム開始。獲得できなければ、1次保証が適用開始となり、
学費負担無し(宿泊費は生徒様負担)で、規定スコア獲得を目指す
. 2次保証
公式試験の結果において保証スコアに満たない場合、2次保証
が適用開始となり、学費負担無し(宿泊費は生徒様負担)で学習を
継続し、目標スコアを目指す。

ワーキングホリデー準備コース 保証
期間

保証方式

. Preparation for Working Holiday
SLよりも実践的な“ホスピタリティ英語(接客英語)”を学び、
ワーホリでの仕事を意識した学習体系に加え、ロールプレイ、
模擬面接、レジュメ作成も扱い、英語を使う仕事獲得に必要な
全てが網羅できます。
. OJT (レストラン・カフェでの実地職業訓練）
週末８日間(全40時間)のOn the Job Trainingでワーホリ前に、
バギオ市内レストラン・カフェでの実習が必修です。学んだ知
識・英語を使って接客します。

12週
第11週目に行われる認定テストにおいて、A&Jの規定点数に
達することが出来なかった場合、保証が適用
認定テスト内容：Answering Questions, The Long Turn,
Roleplaying, Demo Interview
保証が適用された場合、4週間後に再試験を実施
※延長の有無は生徒様の意志による

第8~11週目に行われるレストランカフェでのOJT
(金曜日3時間、土曜日7時間、計40時間)
OJT最終日には修了証を授与

ワーホリ先で夢のシティジョブをGET！

Sample Schedule
Tue

Wed

7:10~7:55

Thru

Sat

Sun

Breakfast

8:00~8:20

Dictation Test

8:30~10:20

Class (with 10 min break time)

10:30~12:20

Class (with 10 min break time)

12:30~13:30

Branch
(10:00~
11:00)

Lunch Break

13:30~15:20

Self-study

15:30~17:20

Class (with 10 min break time)

17:30~18:20

Fri

ー

ー

18:00~19:00

Dinner

19:00~19:50

Night Class with Native Teacher

ー

20:00~20:50

Vocabulary Test

ー

(~21:30)

※:(Checking Curfew by Managers)

ー

※

* 保証コースは途中返金不可です。予めご了承下さい。
* 保証適用中に授業及び義務オプションテストを欠席3回、または規則違反をされますと保証は取り消されます。
* 保証コースの入学金は＄２００です。

PROGRAM

Mon
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| 留学費用 |
. 留学費用(申し込み時)
登録料

$100/$200
Power

$700

Intensive

$800

(Working Holiday)

授業料

宿泊費

初回のみ/保証コースは$200

Native

$900

Crazy

$900

IELTS, TOEIC

$850

1人部屋

$800

2人部屋

$700

3~4人部屋

$600

4週間あたりの授業料

4週間あたりの宿泊費
月～土曜日 : 3食提供
日曜 : ブランチ・ディナー2食のみ提供

. 留学前支払い費用総額(登録料+授業料+宿泊費)

Power

Intensive

Native

Crazy

Special

部屋/期間

8週

12週

16週

20週

24週

1人部屋

$3,100

$4,600

$6,100

$7,600

$9,100

2人部屋

$2,900

$4,300

$5,700

$7,100

$8,500

3~4人部屋

$2,700

$4,000

$5,300

$6,600

$6,900

1人部屋

$3,300

$4,900

$6,500

$8,100

$9,700

2人部屋

$3,100

$4,600

$6,100

$7,600

$9,100

3~4人部屋

$2,900

$4,300

$5,700

$7,100

$8,500

1人部屋

$3,500

$5,200

$6,900

$8,600

$10,300

2人部屋

$3,300

$4,900

$6,500

$8,100

$9,700

3~4人部屋

$3,100

$4,600

$6,100

$7,600

$9,100

1人部屋

$3,500

$5,200

$6,900

$8,600

$10,300

2人部屋

$3,300

$4,900

$6,500

$8,100

$9,700

3~4人部屋

$3,100

$4,600

$6,100

$7,600

$9,100

1人部屋

$3,400

$5,050

$6,700

$8,350

$10,000

2人部屋

$3,200

$4,750

$6,300

$7,850

$9,400

3~4人部屋

$3,000

$4,450

$5,900

$7,350

$8,800

-

12週

12週

(IELTS 5.5)

(ワーキングホリデー準備)

1人部屋

$5,150

$5,000

2人部屋

$4,850

3~4人部屋

$4,550

部屋/期間
保証コース

. 現地での必要経費

SSP

TUITION FEE

. 保証コースについて
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. 登録料 $200
. 留学中の返金不可
. 保証期間中の無断欠席や規則違反で、
保証の取り消し処分があります。

-

$8,450

$10,100

$4,600

-

$7,950

$9,500

$4,400

-

$7,450

$8,900

6300ペソ

2nd : 4,710ペソ

. 返金規定

2. 留学中
. 留学期間が50%以上残っている場合
残りの期間の50%相当額を返金
(30日以内に指定口座へ入金)
. 留学期間が50%未満、かつ4週間未満の場合
返金不可
*アカデミー規則への違反行為による退校処分
の際、払い戻しは一切ありません。

24週
(IELTS 6.5)

特別就学許可証(全員取得必須）

1st : 3,440ペソ

アカデミー到着後お支払い頂く費用
(現地通貨ペソでのお支払い)
1. 留学前
. 3週間前キャンセル
登録料を除いた全額返金
. 3週間以内のキャンセル
登録料と違約金$500を除いた残りを返金
(30日以内に指定口座へ入金)

20週
(IELTS 6.0)

ビザ延長費

3rd : 2,740ペソ
4th : 2,740ペソ

入国後30日間は観光ビザ
それ以降は要延長

5th : 2,740ペソ
ACR I-card

3,500ペソ

外国人登録証(59日以上滞在の方)

光熱費(電気,水道)

2,000ペソ

4週間につき2000ペソのお支払い

A&J 学生証

150ペソ

学校施設入館の際に必要/学割有り

教科書代

100ペソ～/1冊

授業時間数、科目により個人差有り

ランドリー

25ペソ/kg

8週間までA&Jがサポート(500ペソ)

施設保証金

3,000ペソ

退寮時、問題が無ければ全額返金

ピックアップ費*

2500ペソ/8000ペソ

BESA合同ピックアップ/A&J団体ピックアップ

*ピックアップ費用は2018年7月1日以降にお申し込みのお客様から現地お支払い費用となります

| 規定事項 |

アカデミー重要規定に関する事項
第1項 申し込み、登録申請及び費用の支払い
1. A&Jのホームページ、留学代理店(エージェント)を通してお申し込みされた後、1週間以内に登録料$100(保証コースは$200)をご入金頂き、確認次第、予約完了となります。登録料の納入が
確認できない場合、正式な手続きが取れません。円滑な手続き進行のため、留学開始4週間前までに登録料及び授業料をお支払いして頂けるよう、余裕を持ってお申し込み下さい。
2. 留学費用請求書の確認後、留学開始4週間前までに全ての費用をご入金頂く必要がございます。
3. 留学期間の最短は4週間を原則とし、4週間単位での申し込みと延長が可能です。
4. 全ての入学手続き完了後、3日以内に留学に関する詳細なご案内をお送りします。

第2項 払い戻し

1. 生徒様個人の事情により、事前に手続きを完了された日程を変更することは原則できません。当校スケジュール確認後、変更可能であればご連絡させて頂きます。変更にかかる航空券等の手数料は
個人でご負担頂いております。
2. 生徒様個人の事情により、A&Jへの到着が日程よりも遅れてしまった場合、その理由に関わらず過去の期間についての返金はございません。またその期間の欠席日数、時間に対する補講授業もござ
いません。遅れて到着される恐れがある場合は、速やかにA&J、またはご利用代理店(エージェント)へご連絡頂きますようお願いします。

第3項 事件、事故、その他の規定事項

1. 全ての事件、事故の責任は、一次的に本人にあり、学生の個人的な外出、週末旅行で発生した事件、事故に関しても責任は学生本人にあり、A&Jは責任を負いかねます。
2. 天変地異、航空会社の運行中止や遅延など、不可抗力的な問題に起因する授業の取り消しや、留学の中断について、A&Jは責任を負いかねます。

第4項 留学中の期間延長と追加授業
1.
2.
3.
4.
5.
6.

留学期間の延長は予約、空室状況に応じて、現地オフィスにて申請順に受け付けています。
既に予約がある場合、空室が無い場合、延長が出来ないことがあります。
延長に応じた費用は、延長確定後1週間以内に現地通貨にてお支払い頂きます。
延長費用入金後、生徒様個人の理由による延長のキャンセルの際、ご返金は延長費用の50%です。
現地にて授業の追加希望は受け付けております。現地マネージャーと相談の上、追加時間数、科目をお決め頂き、追加授業開始1週間前までに現地通貨にてお支払い頂きます。
既存の講師や授業が現地事情により予告無く変更されることがあります。

第5項 授業と講師の変更

1. 授業、講師の変更は現地マネージャーとの相談後可能です。
2. General ESL 各コースで、マンツーマン授業を追加する場合、1時間/20日/4000ペソです。
3. フィリピン人講師の場合、講師の個人的な事情による突然の退社、講師の資質不足(欠席、遅刻、態度不良など)、その他の理由で授業が続行できない場合、他の講師に変更されることがあります。

第6項 証明書の交付

1. 4週間以上滞在、出席日数90%以上を満たした生徒様に限り、修了証が交付されます。

第7項 授業日数(休日、祝日)、外出、外泊

1. フィリピンの休日、祝日に授業はありません。但し、4週間(20日間)中、祝日などにより授業日数が17日以下となる場合、授業保証が適用になり、土曜日などに補講授業を行います。
2. 週末を利用しての外出、旅行(外泊可)は金曜日午後5時までに現地マネージャーと相談の後、外泊申請書を作成、提出し、許可されます。
3. 平日の外泊は禁止されています。無断外泊が発覚した場合、処罰の対象となります。アカデミーで認める特別な理由がある場合、現地マネージャーと相談の後、可能です。

第8項 教育プログラムの変更

1. A&Jは、教育プログラムとカリキュラムを現地事情に応じて変更できる権限を持っています。

第9項 規則違反
1.
2.
3.
4.

宿泊施設、部屋内での飲酒は厳禁です。空き缶、空き瓶等を所持することも禁止です。発覚した場合、処罰の対象となります。
喫煙は施設内指定場所にて可能です。
生徒様の安全を確保するため、門限後の外出は厳禁です。
規則違反に対し、アカデミーの指示を無視する行為、意図的な破壊、破損、暴力行為が見受けられた場合、注意や警告無く退学処分にすることができ、A&Jはその生徒様に対し損害賠償請求すること
ができます。退学処分され場合、該当する生徒様の家族及び協力代理店(エージェント)に通知し、いかなる返金も行われません。
5. アカデミーの秩序維持のため、規則をよく理解し、守って頂くようお願いします。

第10項 その他事項

1. 以上全ての事項は、A&J内部規定に準拠し、発生する全ての法的な問題と訴訟は、校長Hong Seok Yoonが行使権限を持っています。

アカデミー生活の規定に関する事項
第1項 夜間外出制限
1.
2.
3.
4.
5.
6.

夜10時より学生全員の宿泊施設在室確認(門限)があります。(日～木曜日)
在室確認時、学生本人は必ず各自の部屋に戻り、他の学生の部屋にいた場合、その部屋の学生も処罰の対象となる。
在室確認後、他の学生の部屋への訪問、学校施設外に出ることは固く禁じています。
在室確認前に休む場合は、ドアにその旨を示すメモを残すか、ルームメイトに伝えるかすることができます。但しそれ虚偽であると判明した場合、処罰の対象になります。
学生マネージャーは10:00~10:30に全ての部屋に在室確認に伺います。
特別な理由が有り、在室確認後に外出しなければならない場合、マネージャーの許可を得た後のみ認められることがあります。

▶ 夜間外出制限に関する罰則
1次摘発時 : ESSAY HOMEWORK
2次摘発時 : デポジット没収
3次摘発時 : 退学処分(払い戻し無し)
*退寮1週間前の摘発:デポジット没収

第2項 アカデミー施設内、宿泊施設内での飲酒行為禁止
1. アカデミー施設内、宿泊施設内における飲酒はいかなる場合でも許可されません。
2. 宿泊施設内での未開封の酒類の所持・保管行為も許可されません。また空き缶、空き瓶の所持・保管も飲酒行為とみなし、処罰の対象となります。

▶ 飲酒行為に関する罰則

1次摘発時 : デポジット没収
2次摘発時 : 退学処分(払い戻し無し)
*退寮1週間前の摘発:デポジット没収

第3項 外出・外泊

1. プログラム中の外出(在室確認開始午後10時まで)が可能です。また週末外出及び外泊(金～土曜日、翌日が祝日の平日のみ許可)も可能ですが、事前に外出、外泊届けをオフィスに提出し、
校長から外出・外泊許可証を得てからでなくてはなりません。
2. 外泊からの戻ってくる時間は、外泊許可証に記載された日時をまでにアカデミーに戻ってこなければならず、戻ってきた際に必ずマネージャーに報告しなければなりません。
3. 外出、外泊時に発生する事件・事故の責任はすべて生徒様本人にあり、アカデミーは責任を負いかねます。

▶ 外出・外泊に関する罰則

1次摘発時 : ESSAY HOMEWORK
2次摘発時 : デポジット没収
3次摘発時 : 退学処分(払い戻し無し)

1. 理由を問わず、学生のアカデミーのキッチンへの出入りは禁止している。(火災等防止及び衛生管理のため)
2. キッチンへの出入りが避けられない事由がある場合、マネージャーの許可を得て、ヘルパーにお願いするようにする。

第5項 異性宿泊施設への出入り禁止

1. 午後10時以降、異性学生の滞在する部屋への訪問は固く禁じられています。
2. 出入りが許可されている時間(午後10時まで)であっても、男女2人きりで部屋内にいたことが発覚した場合、その内容に関わらず処罰の対象となります。
3. 異性学生同士で宿泊した事実が発覚した場合は、退学処分になります。(返金無し)

▶ 異性宿泊施設への出入り禁止に関する罰則
1次摘発時 : デポジット没収
2次摘発時 : 退学処分(払い戻し無し)

第6項 授業への出欠

1. 授業開始後15分以内に入室しない場合、その時間の授業はキャンセルとなり、欠席扱いとなります。また遅刻2回で欠席1回として記録されます。
2. 体調不良などを除き、事前の報告無く無断で授業を欠席した場合、処罰の対象となります。

▶ 授業への出欠に関する罰則

無断欠席1回目 : 警告
無断欠席2回目 : ESSAY HOMEWORK
無断欠席3回目 : 翌週1週間、2時間分の授業全て取り消し(取り消された講師との授業は以降不可)

ACADEMY REGULARATION

*退寮1週間前の摘発:デポジット没収

第4項 アカデミーキッチン出入り禁止

第7項 フィリピンの祝日

1. 1ヶ月(4週間)の授業日数は20日間と規定する。
2. 1ヶ月(4週間)の間に祝日が3日以上ある場合、最低授業日数保証(18日)に基づき、授業日数が18日となるまで補講授業を提供します。(土曜日を含む)
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| ACTIVITIES |

バギオだけのアクティビティ
ゴルフ(John Hay)
ゴルフは涼しいバギオで楽しむことのできるス
ポーツの一つ。バギオには3つのゴルフコース
があり、大きなトーナメントも行われることも
あります。

ボウリング(Center Mall)
バギオでだってボーリングももちろんできます。
驚きなのはその料金！日本のおよそ半額以下で
楽しめます。週末限定でまるでクラブかのよう
な演出もあり、とっても盛り上がります。

乗馬(Wright Park)
バギオで有名なのが乗馬！
ライトパークからマインスビュー
まで、広大な敷地を馬に跨り散歩
できます。

フットバレーボール
(Burnham Park)
日本人にはあまり馴染みが無いかも
しれませんが、韓国人生徒さんはコ
レが大好き！汗を流してリフレッ
シュ！

バスケットボール(Cooyeesan)

ハイキング(Green Valley)

フィリピンではバスケットボールが大人気！街
でコートを見かけることも珍しくありません。
バギオのアカデミー対抗試合もあります。A&J
のチームユニフォームを着てくれる生徒さんの
お越しをお待ちしてます！

バギオにある通称「ミッキーマウン
テン」は人気のハイキングスポット。
早起きして、２時間ほど歩いて、山
から望む日の出は絶景です！

サバイバルゲーム(John Hay)
日本では珍しいサバイバルゲームが気軽に楽し
めます。森林の中を駆け回り、ペイントボール
を使っての撃ち合い！撃っても撃たれても、
日々のストレスがスーッと消えていきます。

週末アクティビティ(生徒、講師、スタッフが参加 in Baguio )

スワンボート
(Burnham Park)
バーハムパークの中心にあるバーハ
ムレイクでスワンボートが楽しめま
す。何も考えずただプカプカ浮いて
いるだけでも気持ちがとても軽く
なって気持ちいいです。
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バギオ周辺地域でのアクティビティ
ボリナオ(Bolinao)

バナウェ(Banaue)

バギオから車で4時間程のところにある、澄
んだ海とそこで獲れる海の幸を楽しめます。
ボラカイにも劣らない綺麗な海に驚きます！
1日だけでは勿体無いので、泊まりで行くの
がオススメ！

「天国への階段」称され、コル
ディレラの棚田郡として世界遺産
登録されているライステラスがあ
るのがバナウェ。バギオに来たな
らここに行かないわけにはいきま
せん。

サンフェルナンド(San Fernando)

ハンドレッドアイランド

車で1時間程度と、バギオから一番近い海と
して、多くの学生が週末にこの海で思い出を
作っています。ビーチリゾートが多く立ち並
んでいるので、そこに泊まるも良し、プール
とビーチで遊んで日帰りでも良し。週末の息
抜きに一度は訪れたいスポットです！

その名の通り100を超える小さ
な島々が点在する国立公園。無
人島をボートに乗って探索した
り、シュノーケリングや洞穴へ
のダイビングも楽しめます！

サンファン(San Juan)

アシン(Asin)

サーフィンスポットとして有名で、世界各国か
らサンファンの波を求めてサーファーがやって
きます。インストラクターと一緒に格安で波乗
りができます！ここのビーチから見えるサン
セットも格別です。

バギオから車で30分で行ける、
温泉プール施設が集まる地域。
プールで思い切り遊ぶも良し、
温泉に浸かって疲れを取るも良
し、楽しみ方はあなた次第！

スービック(Subic)

サガダ(Sagada)

旧米海軍基地のあるスービックでは様々なアク
ティビティを楽しめます。ジャングル探検、動
物園、オーシャンワールド、ジェットスキーな
ど、1日では遊び尽くせないので、泊まりで行
くのがオススメ！

“ハンギング・コフィン”や鐘乳
洞探検、クライミングなど、貴
重なものと経験が溢れるサガダ。
訪れるのに時間はかかるが、一
訪の価値アリです。

ビガン(Vigan)

パゴプット(Pagudpud)

世界遺産登録もされ、スペイン領地時代の街
並みがそのまま残るビガン歴史都市。馬車に
乗って教会を巡り、街を散策したり。夜には
街の灯りが点され、美しさがより一層際立ち
ます。噴水ショーがあるのも見所！

リトルボラカイとも言われ、飛
行機に乗らずとも白い砂浜、透
き通った青い海を堪能できま
す！地元の方の新婚旅行先とし
ても大変人気があります。

アクティビティ関連規定
.
.
.
.
.
.
.
.

(Hundred Islands)

学生同士でバギオ地域以外へ行く場合、二日前までに届けを出して頂きます。
学生のみの旅行中に起る事件、事故について責任は学生にあることに同意し、同意書にサインして頂きます。
学生のみでの旅行の場合、旅行予定地到着後、出発前にマネージャーに連絡しなければなりません。
未成年の方の旅行は、保護者の同意が必要です。
アカデミー規定に2回以上違反している学生は旅行は許可されません。
アカデミーが危険地域と判断する地域への旅行は許可されません。
アカデミーが主催すつ旅行以外では、アカデミー施設付属品、食品を持ち出すことはできません。
上記規則を違反した学生は以降の旅行は許可されません。
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A&J留学体験談
多国籍の学生たちの留学生活
A&Jはグローバル時代を迎え、日本・韓国からだけでなく、
多くの国籍の学生が集まるアカデミーへと変わって来ています。
ネイティブ講師とフィリピン人講師が、留学を「楽しかったという思い出」
だけではなく、「英語が身に付いたという結果」へと導きます。
講師はそれぞれの国が持つ文化・習慣、個々人の性格にも配慮して
授業を行い、より良い英語教育の実施に日々努力を重ねています。
英語は勉強だけでなく、国境を越えるコミュニケーションツールです。
学んだことを使って初めて役にたつものです。国籍の違う学生同士が
英語を使ってお互いの文化を共有し、お互いを尊重し、お互いに
高め合いながらさらに英語を学んでいきます。A&Jではそういった
異文化コミュニケーションの場を提供することに積極的です。
SNSが急速に発達する現代で、留学生活中にできた様々な国籍の友
人とコミュ二ケーションを取ることは容易です。お互いの国を訪問し合った
り、仲間同士で違う国に旅をしていたり、と留学生活の後も卒業した学
生たちは交流を続けています。
あなたも一歩踏み出して,A&Jでこのグローバルな風に吹かれてみません
か？

TAIWANESE STUDENT
I`m first time to study English in the Philippines.
Before I came here, I worried about coming here alone.
But the uneasiness about it disappeared as soon as I came here.
All Philippine people are so kind and so funny.
I always could study without worry about anything.
In addition, the staffs of this academy also are so kind and always were concerned
about all students, so I could stay here with I was dissatisfied with noting.
I was motivated to more study English by having studied here.
This experience was really wonderful. I will make use of this experience.
Thank u e-EDU teachers and helpers and president ,vice-president ,managers.
I hope that we can meet again someday here.
I don`t want to go back but I have to do.
See you guys again and Take care.
Bye~~

KOREAN STUDENT
저는 오기전 인터넷으로 많은정보를 찾아본 결과 이에듀를 선택하였습니다.
시설과 필리핀 최다 1:1수업 솔직히 후기들봐서는 누가 잘가르치는지는 구분할수가 없었기때문에 깨끗한시설과
바기오 중심이라는 위치와 필리핀 최다 일대일 수업이 선택의 이유라 할수있습니다!
일단 바기오는 고산지대여서 공부하기에는 너무 좋은 기후를 갖고 있습니다.
한국에 선선한 초 봄 날씨? 학원 시설은 정말 너무 좋습니다.아마 이에듀 치면 나오는 사진들
많을텐데 그대로라고 생각하면 될거예요 호텔 건물이기때문에 바퀴벌래....절대 없습니다!
저는 1:1수업 8시간+ 옵션수업 3시간이상, 크레이지코스를 듣고 있는데 저는 이왕이면 미친듯이
해야한다고 결심을 하고 와서 체력이 좀 힘들지만 최선을 다해 하고 있습니다.
크레이지 ESL코스는 정말 단시간에 영어실력을 늘리기에는 제격인거 같습니다.
옵션수업은 프리나이트 클래스와 받아쓰기와 단어시험이 있는데 프리나이트 클래스는 한시간은 필리핀 선생님,
다른 한시간은 미국선생님과 수업을 합니다.선택수업이라 본인이 원하면 들어도 되고 안듣고 본인공부해도
됩니다. 이 커리큘럼이 딱 공부와 회화를 적절히 사용할수있는 비율이아닌가 생각해봅니다!
너무 만족하면서 하루하루 지내고있답니다~ 중요한건 본인에 맞는 학원을 정해야하지만
전 자신있게 추천할수 있습니다.

JAPANESE STUDENT
フィリピンだけではなく、東南アジアが初めてだったので、正直、来てみてビックリすることばかりでした。街に信号は無いし(笑)でも2週
間くらい経って、でかける機会も増えて、印象がどんどんと良くなったのを覚えています。バギオの人々は、カナダ人みたいにとてもフレン
ドリーというわけではないですが、とても温かみのある人柄な人がほとんどです。何か尋ねてもちゃんと誠意を持って答えてくれました。
気候もすごく良くて過ごしやすいです。
カナダのワーホリの時、最初は3か月間語学学校にいたんですが、6人のグループクラスで、文法の授業がほとんどで、会話は10％く
らいしかやりませんでした。A&Jでは全ての授業がマンツーマン、先生を独り占めできるんです。たとえ文法、ライティング、リーディング
のクラスでも会話をする時間が多く、マンツーマンであることがとっても嬉しかったです。私は８週間で６人の先生と勉強しましたが、ど
の先生もとにかくわかりやすく教えてくれます。フィリピン人先生の話す英語は、カナダ人より聞き取りやすかったです。意識的にわかり
やすく話してくれていたのかもしれません。授業中は私７割：先生３割くらいの割合で会話を進めてくれて、喋る量がとても多く、最
初の頃は喉がいたくなることがありました。会話の中にある文法的な間違いも、サラッと正してくれて、会話の腰も折られることなくス
ムーズにやっていたのが、さすがだなと感じました。
小さな学校なのでみんが知り合いという感じで、先生と生徒もとても仲良しなアットホームな学校なので、こじんまりとした雰囲気の好
きな人、たくさん人のいない環境がいい人、素敵な先生に英語を習いたい人におすすめしたいです。
学校に迷ってる人もいると思いますが、フィリピンに留学することそのものを迷っている人も多いと思います。私もそのうちの人でしたの
で。でも、やはり行ってみないとわからないことだらけです。行く前からフィリピンだから、と毛嫌いするのは違って、行く前から決めつけな
いで欲しいと言いたいです。私がカナダにいた時も、すべてがいいとは思えませんでしたし。周りがなんと言おうが、自分が行きたいと
思ったら行くべきだし、この学校なら間違いありません。留学の先にある大きな経験もできます。とりあえず行動を起こしてください。
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CHINESE STUDENT
I think this academy is the best one in the Philippines with smart teachers, kind staff and delicious
meals made by Ate girls who work as janitors and cooks! They always keep clean our room
perfectly! Thank you so much. I got many important friends here. I will keep in touch with them
through Facebook. Now I have friends in Japan, Korea and Philippines, so I won’t be bored if I visit
there.
In my last day, the principal, Andrew took me to Mind View Park. And we drank together. That was
a wonderful day. I never forget my life in this academy.
I could improve my English so much! I can strongly recommend here to study English for your life
because they are awesome. Thanks a lot A&J!!!!!

YEMENI STUDENT
It is such a review which I wrote after having an excursion with others in this academy:)
What’s up, guys~? How’s the last day of this year been going~?
I am quite convinced that you guys would never be able to be fully satisfied with what you have done.
However, you do not have to be totally upset on account of the promising rest of your lives. You know
what? There is no doubt that the most important factor to succeed for you is blazing endeavor with
confidence in yourselves. The only way to do so is to love what you do and the only method to love
what you do is to look for a specific thing you like. Fortunately, English is the precious thing for me. Do
not settle until you find the source of your being vivacious.
Anyway, a couple of days ago, I had a kind of excursion in San Juan with some friends whose academies
are the same as mine.
It is undoubted that the seashore there was unbelievably awesome for us to enjoy, particularly appealing
repeated beachcombers. Thus, I could not keep all of my pep even though it took more than two hours
for us to go there from Baguio by ban. Frankly, for me, going on a trip to such a seaside was after
approximately three year’s absence in spite of that I had stayed in the Philippines for more than a couple
of months. Are you curious about the reason that I did like that? How could I have a rest at sorts of
vacation spots with a ton of shortcomings when it comes to English? It is clear that there is no shortcut
to accomplish something. What I am all saying now is that I was absolutely absentminded owing to my
terrible English ability, so I had to focus on studying English exerting an effort in order not to consider
my lower priorities than my goal which speaking English articulately in front of foreigners. I guess that
you guys would be capable of thinking of my life as a tedious anecdote genre’s life. However, I could
not be more contented with what I did and my incredible improvement with respect to English if I
regard other people’s comments. There is no question that a fragrant flower is the fruit of its severe
growth process.
And I am sure that the most suitable circumstance for us to enhance English capacity is here, you could
reach your brilliant goal in accordance with great teachers in warm lays of sunshine.

VIETNAMESE STUDENT
Rào cản văn hoá, ngôn ngữ đã không còn tồn tại trong các bạn nãy nữa.
Mặc dù họ nói chuyện với nhau 10 câu thì chỉ hiểu nhau 3 4 câu, nhưng qua
n trọng là cảm nhận được sự thân thiện, nhiệt tình từ các bạn nước khác, n
hững rào cản chỉ còn là một tên gọi.

SAUDI ARABIAN STUDENT
Hello! I just want to say that my experience here was very good!
Before I came here I was very worried because I would be very far from my
home country. I did not know the Philippines well but I heard from some
friends that it is a good place to learn English. In my country the weather is
very hot. I don’t like hot weather so I found A&J e-EduDC academy in Baguio
city. When I enrolled in this academy I was happy because the teachers are
very good and very kind. The teachers are very understanding and helpful.
The president and vice president were kind and understanding. I also like the
head teacher and student managers. They helped me with all of my problems
and they recommended study techniques to me. I could learn English
effectively because of their guidance.
The academy building is very nice and clean. My room was very comfortable
and the food was very delicious! I like Korean food and Japanese food that
they provided to me. The environment was very nice and the other students
were very friendly. I learned very much here and I will recommend this
academy to my family and friends. I know that many people in my country will
be very happy to learn in this academy because of the teaching skills and
student management and good location. I want to come back here again and
learn some more English and make many new friends again! Thank you!
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