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頬ちそ吾えております．朝i日時～唖10崎まで（｝）怠費

しておっ‘f里車の肯問恒お賓事0つあζ！cちょコとひと

患というと翌年l」便利なレストラン．

- 05 -
Why C&C？目 06

The absolute way to learn TOEIC is through C＆ζ 

イロイロ5芸大規鎮てあり、 歴史ある語学院

正式名称： C&C Lan宮崎gc Ac出cmy

住 所： Punta Villa Reso門， STO,Nino Sur Arevalo, lloilo City円、hpp,nes

設立年度・2003年

)F .目 250名

WELL-BEING SPARTA SYSTEM 

C&Cc"l;t.厳格拡ス）（）レタ＇；，；：，.テムではなく ,t·ープンな::i.J(Jしタシステム帯採用Vl:お口まず．

？姐効率を置大限に引き出す易iこ リゾ ト肉1こ講舞棟、 トミトリ ー 、 ブールはどの設何在設けて

おり家す． ストレスなく短期閣に昆大関白芋翻効裂を樽るために 、 1 日軍大10時間の学習時限を慢

供し 、 リソート内でりラックスできる現績を並行Uて膨留して由ります．

広大なリゾー卜の書聖地内にあるキヤシパス

仁＆Cl孟イロイロシティか告車で約15分I，ど亙の視地めロー力JレUソ← トの敷地'*I！ζありますー

シディまでのアヲセス毛長くなく 、 庫、告し古を感じ広い自然事,J,I'(たキャンパスです．

リゾ ー 卜肉にはC&C田諸箆槙ー 学生寮、 ダイニングがあり 、 モのほ口、 lc"''Jジ ト施訟とUτ、

大きはホールヤ早棋用ブール、 大人用プー凡,0)2タイプ由スイミングブール、 古らにla::レストラン

も桝E註されており ‘ 週'fieちょっぴ旬慣機棺無骨で問団Jソー ト在感じて頂けます．

ネイティブマンツーマンの受講が可能です。

C&Cのすべてのコ ースにおいて、 ネイディフマンYー マンをきち「Arner日n」を轟抗すれぽ、

1日1コマのネイディブマシ、Y ーマンを受：揮して漬けます。

中国語・草書留！Ii （マンツ ーマン）も並行して学習が可能です。

C&CのすべてのコースI乙おいて、 補完的にロ匡詰と給問語のマンツー マン彊援を追加 n，ことが

可能です． 英語＋oで第3件直1eち並行レC学習）たい／，Iこはぜひ受講をお針めします．

TOEIC�健縞Nolアカデミー

TOEICIJ円悶柿ti生徒ー人一人に合わ位た弱点強化力リキユヨムモご狸躍し組問問で効異的な

TOEJC説解スキルを蓋ラ事がで吉ます. c邑CIJTOEJCのオフィシャルぜンター で宅あります．

心式試験ではc＆，σOEICコ ーλ終了生白うちがj単数以ム｛訂OEIC900点在E闘要績がご ，£います．



WELL-BEING SPARTA SYSTEM - 07 

�＆、；� Well-Being-
時郎通 Sparta System 

WELL- BEING SPARTA SYSTEM 

思しいスパルヲ；，.ス子ムで出石よく 、 串φ£iJJ匝,tーブンf；：同由，を保育
つつt.置しい学衛官l.l'を特うまンλテム1?11,
C&Cで1:1.学習効果E愚穴隈に引き出す為に 、 1ロ最大1日時間の字胃t
,lll"rして、 υソートキ？ンJC(を保台U，リラツヲスで，！る空胞をIll
供しております．

JiJ者か ても子ベる集中銀程
実簡を学，I目ことが初出て．
負担は申学で字んだ以来E自信がない．

といヨ方·eもC&CのrWELL-B日NG SPARTA』であru.t、 字置に温

い込まれる己となく 、 余楠聖持った学問骨且符百店1棺tす．
スパル与信ど雌じい乞のl割前よけど、 品事程度目自の効く集中国起
がでさるの刀吃＆C田rweLL-BEING SPART,ぬ』です．

へレf；－《わぜた Jツマン痩j

O!.Cではど田コーλで'51目4町間以上のマ〉ツーマ〉鍋11:JU，ず畠り
遺伝す．ネイディプマ〉ツ ーマン‘中固詰マンツーマ〉． 帽Eヨマンツ
ーマンえよどちe骨組により温加することが司被で、 初組曹～よ級雷、

IElTS. TOElCなどの専門勾な宇冨正で対応が司龍です．

d格な出j 欠，'1C

午前車ilJの捜鰻時，；：－同席テ，vヲ彩行い、 使：：.：rζ5分以上道れふすと
遅刻となりベJ Jレティが与えられます．

10泊以上由選毘lit欠席とはり‘ある－;ta:氾績を理由主主く．先席議
吾とベナルチィtt.iります．

な門「一理
関学生失敬してしまう土I.］原因司一つが聞己曽哩です．

C&Cではスパルタ向織の!!1！プnグラム帯鼠似しながらも. ，.内で

ブ ルやレλトランがあり．ある程度申ことを？向で暗まt?るごと
がでさるよう巴洩J品在霊偏しております．

こうした唱t丘町下．門NI＼＇：＞排出．桝泊に制限をして、 厳格IJ自己官辺

聖促し工おります．

E孟扇面孟

一般英語コ ース－ 8・

ESL ご5日se

こちらのコ ースでは日常奏会話力と 一般的な束通レベJIA1){司ょを目的
としじスピ ーキング‘ リス＝ング． リ ーヂィシク、 ライテインク、

文法‘ 語録力などの英語を編成する各領舗の基礎力～応用力を勢います‘

今まで英Iii学習した皐のない人から上級者レ円JLめ方まで各レベルにあった一般英栴を学ぶことのできるコ ースです． マンツ ーマン授織

では ． 線有な葵語f会話j f文法j f発音j f読解j などを中心に学越し 、 グループ極集で l立、 初級者に Iよ『震い吻 J ru賀行 J などの忽

面で使えるような表現、 上級者には英犯での「意測の鐙理J 「効果的な偶成J など肉発的に宿す徳力を強化できるカリキユラムを提供し

ています． また中凶E告や諸国騒などの第三室誌を学習したい方には、 毎日1コマ英隠以外の冨認の学習ち可能です．

C曲目e

入学条件

町珂団ms

Filipino 
1: 1αass 

Native 1 : 1 Class 

Korean er Chinese 
1:1 Class 

Sm副I Group 
Class 

Self Study 

ESL-Ongir唱l ESL-Intensive 

露軍はし

1 ・ 11聖路 l 1掃車

．寧ほし

ESL-Arr司吋can

基準なし

1 : 1捜瞳
フィリピン入車偏 so分4コマ ヨィリピシ人Jffi 到分5コィ コィυピ:0-AilO so分3コマ

ネイティブ語縛 so分1コマ
小グループ憎摘 50骨3コマ
fW,白幽 2時間

小クルーフ極集so分3，マ 小グループ雌量 50分3コィ
事E務白面 2時間 厩務自首脳 2時間

有純血且1可能

膏軍司追加可附

·S田ak，『司
R曲dlr喧

· Writing 
·Vt目玉置bula吋
· Cust由同国

·S酔民h
• COnv,,市ation

Grom mar 

Customi2剖

h科追加司舵

各IJ曹の荷閉畠々低坪110:晴随

・国ill困層

電通月曜日

・受講旬嶋レベル

Beg,n，..，.～Mh•"'1C回

・島＇J>哩調関院閣

1週毘‘畳篇可‘E

ESL·K，町ean or Chln1ese 

m準なし

l : l括正常E
フィυピン人講鋳 50分3コマ
障凪J中区魯講師回分1コィ
小グループ授掌 50骨3.:Jマ
菰務開祖 Z時間

判明追加可範

Customized 

受諾条件となる奏曲レベル

Low Beginner Beg,nner Upper Beginner Low Intermediate Intermediate Upper lntermedia匝 Advanced

． ． － ・ ・ ・ ・



TOEIC対策コ ー ス－ 9・

TOE IC C��r-se 
Test of English for International Con甘nunicatlon
英語を国語としない蓄を対象とした． 英踊仁よるコミュニケ シ

ヨン能力を検定するための試験であり 、 世界90力団で実鑑されて
おります． 企業や穴学等の英語能力澗定として数多く採用ぎれて
いる猷肢です．

TOEICを知り尽くした曹門講師が生徒一 人一人の弱点を強化する時間却を提供します． マンYー マン復業で倍、「TOEIC READINGJ 

I TOEIC LISTEN!NGJの生徒の弱点のパートを集中的に学習し、 グルー プ痩業でllTOEICの高得点取得の為の解答テクニックを取得

します. TOEICスコアと同時にSPEAKINGスキルを向上したい方には追加のフィリピン人講師やネイティブ講師のマシツーマン授業ち

受講して頂けます． ※外資系企業への車制苗に役立つfTOEIC SPEAKfNGJ fTOE!C WRITING］テスト対策授業の受講可能です．

Cou目e

入学制牛

Progra町、s

Fi11pmo 
l:l Class 

Native 1: 1 Class 

Kor·ean er Chinese 
1:1 Cla日

Small Group 
Class 

Self Study 

TOEIC-Original TOEIC-Jntens1ve 

調叡侭ll'-<C,τOEJCS凹以よ！•迎周以よ受診 �殺伽U留はしTOEICSOO以r/4潤閣以t・講
600点数ltl:tありτ＇OEJC60C以よ／12迦陵以土史謂 800点鍛保証ありτ0目（600以上／1'週司以上受講
上ieoxr:aレ＂＇レ司事司レベ北極椅由η 上記ι埋渇レベル司袴の↓〆ベJル保有(J)l,

I: l慢,\':t 1 ・ 1釦輩
コィリピン人講師 50分4コマ コィリピン人114帥 50分5コマ
小グループ担当匝 50分3コマ 小ゲル ブ掩韓 日分3コマ
義蔀自：；： 2貯晴 義輔自習 2時間

Sp巴akingl
, Speaking2 

Rea di吋C。mp同hens由n

有料i齢阿能

f，料迫加可能

· Vocabula円
Cu立：omized

· Grammar 
· Grammar Drill 

· Lis控nlng

Customized 

有料追加可能

各？号茸誕1）！画聞各々の学習品時間

受講条件となる英誌レベル

Lo·、v
Beginner 

Upper Low 
lnte川判ediateBeginner Intermediate Beginner 

x 
点量t1展！［なし

x x ． ． 

翌：..呆←＜Z司，1上回 目 －oc,csJO，罰lH

x x × × ． 

・際語口狩

毎温月曜日

・受話•l簡をレベル

Low lotecmeaiate·-"'••nced 

・軍少貰鼠用問

4'.s間～，署;J可能

TOEIC-American 

点政保証W,TOE『csoo以上川週岡山上受講
BODo,CI保証ゐりγOEJC600以」z’H遜官民よ受惨
上記：ff�llvベル関等地レザ、J•1.:i.の方

l 1捜瞳
フィりピン人講師 so分3コマ
ネイディブ掃師 5日分lコマ
小グ川「ブ綬踊 5日分3コマ
鼻持自調 2崎悶

有料追加可能

Customized 

Upper 
Advanced Intermediate 

． ． 

． ． 800点以よ
点鮫保証 !I!鳴4思併は週明以」二日づ、 101::lιbUU府以上／与λ'otl九字肋，＿，，を守り. 12坦リ聞で，oo，，；；に到迭しながコた嶋白制週間＂＂.a羽田美t線科で焚誠司陵

IELTS対策コ ー スー10

I EL TS C��rse 
International English Language Testing Systen、

イギリス カナダ・＝ューラー ランド・オ ストラリア3への
正混留学・労働ヒザ、 永悩祉を取得する瞭に求められる英絹能力
のil(ij定テストで、 スピーキングを含めた英語の4領t曜を平均的に
測定でさる総合力デストです．

オーストラりア ・ イギリスの大学に進学に必要な試験 ・ IELTSを集中的に学留できるコ ースですa マンツーマン授業では

rIELTS SPEAKING」「IELTS WRITING」などの自主学習では改善が難しい科目Iこ特化して学習し 、 グループi望書量では

fJELTS READING lrIELTS LISTENINGJ flELTSスキル」などを学びます． 生徒別に分けられた評価署長は毎週科目講師と担任講師に

共有され、 苦手な分野を分析しカリキユラムに反映させていきます。

Course 

入学条件

Programs 

Filipino 
1: 1 Class 

Native 1: 1 Class 

Korean er Chinese 
1:1 Class 

5内、all Group 
Class 

Self Study 

I正LTS-Original

点松長IIむしJCCT54.0i:jヱ／8軍曹以ト密着
00,i,\tJi!i:'ぁηJELT剖5以L’ ll週同以二軍樋
上EのIt.IレパJl,f司等由レ’～Cl'>向。，，，ち

1 1撹聾
フィUピ〉人E葺6c SOl｝勾コマ
小グループt型車 50分3コマ
義挽向習 Z時間

IELTS・lntensive

山鯨l\'U•JしIELTS4.0以l./8週司以ムヨ号待
ゐむ点l'l事縫ありIELTS4.5以よ112草間以ム費総
よ：2,:,J:1:11レ内•Ul[：参Cレ,SJノ是石田芳

I 1型車
フィリピン人語師 so分5コマ
小グJレーブ撹議 50分3コマ
義務自嵩 2時間

ー IE仁rs wr々jng Task! 
. IELTS Writing羽sk2

· Reading 

• Ml窃日種

句通月待国

・聖場町柑レ叫し

Lo.-.· 1n←却刊ed., cγ...... ;.dvanco 

・齢少守Z民間.. 

1週間～費揚可舵

IELTS-An、e叶ca内

点Z定保証広しJECτ54.0以上:8週冊以上畳間
6.0府：，仇＂＂＂りIELT：割引ぷム112堪間以ム誕百高
よ＂＂笠論レヘJi,!肖害事由レペJ相有国芳

1 1便業
フィリピン人南部 50分3コマ
ネイ子ィブヨ輔 so分1コマ
小グループ捜z so分3コマ
1W!白歯 2時間

Elective ( Vocabul•ry/Readin日／Speakinヨ／Listening)
Customized 

有料追加可能 Customiz出 有料追aa，訂舵

有料追加可能 有料追加可書E Cus回mized

·G目mmar
· Speaking 
· Ltstcninq 

告制型め沼Z阜、 畠々の学出品時間

受摘条件とはる英語レベル

点主主保証なし

6.0 

点拡保証

Low 
Beginner Beginner 

x x 

x × 

Upper 
Beginner 

x 

Low 
Intermediate 

． 

Intermediate 

． 

ヲ麿....長rts週明以上臼つ、 IEげち4 ［以上

x × ． 

Upper 
Intermediate 

． 

．

Advanced 

． 

． 

支持多量1字12退官以上且つ、 IELTS4 S点以上J 客足うれた学主ル Fνを守勺 、 12置閣で60舟，c劃湿しtJ.!jった霧舎1�4週間の邑1明樹安史をa瞬時で聖書可由



留学体験談－ 1 1・

ESL＋中国語 ／ 磁＋さんの体験段

私は2012年5月～？月の2か月間、 イロィロに晶吾C&Cという学校に留字レました‘ C＆仁田TOE[Ciζ持｛じした字綬
Cすが、 そのほt.J'Oコ特徴として鴫閣E再来たは中同rnを学べるコースがありま. 旬

私1:1:字ま時代中国語宜勉強しζいたのe. 1日lユマ中国語の担当管！f;J;;るコ ースをi宜！ItレまUた．

個人阿に（;J;，中国詰コース（亡l,て正見事だったと思います． 中国語を字べるというのはtちろんCすが接担学自由
I b；い患I!.さにち民り いい•J：；（ムと1日字臼するごとがで望号ました‘

フに卓鮮のま徒l�ESLかTOEICコー スですがモの主徒た吉也君徴的」学習に取り組んでい宗した町 時！とT口EiCコ ス
の生佐lま 尭士の.問聞がわ均、 りやすく、；罰敵対明！：＜！！的［「串かったという生徒が司人刀、いました．

主活についてで多か lll:1.:2人館匿を将望し 、 んー ムメイト店健司の方でし�－
"' 当時由圏拍lt事は、日本人2翻韓国人7副 台湾人1�.という劃合でしん．偉自身それが初出ιの担問生活亡

し；！）•ち絹国人阜のE初出店かなり墜；Eしき安したが、いさ生活If始まると‘ ルムメイ卜はとても怪しく 、 よく併に

ご官振を食べに行っτ 、 いるい吾な話をしましに． ルームメイトが健医人というごιtあり‘ 慣はよく韓国の生徒と
行動聖共lごしていまじた．少えよくとも輔の揖国人骨友：.ia.ta,IJ』ド当に昭切で 、 鴻f>.<J)いく留学生活そ崩れた白巴彼
ーがいたかちというのが非惜ι大きいですa

E右吾ん日，！，.人!le提やフィリピン人白扇�－ス-9ッフとち件艮くなり勺<Cbた膏•.：：；•庁況報再空行っかりしています霊

園掃や年棉引;f•3i;f<3白友通ができるというのち、 副学（］）大昔はメυッ卜だとa哩います ．

イロイロ1:1:治安ち良〈、雰百t気ちどさがのんびりしでいるので、同舎でゆτくり勉強したいという万！こは七コてこ
いの学慢だと患います．まk‘学授の殻地奄広いので棋禽めE生徒l;I:.ストレλを感じるごとなく勉強すること

ができていぎした．また時間がで苦れf耳、 C&Cに掴宇したいと思います ，

TOEIC対策／ 智子さんの体験談

こんにちは. TOMOです ＇ ＇ 日本人--i:-.' 7月にE本で豊けたTO巳Cで930点を取るこtがで曾‘ 今ごとに経E高校として書がせていただいて』よります，

私は日本の大字を1年間体字し E牢<1)8月!:1'53月までC N Cで勉強しc:•,,.i正した．

8月～2月まClまTOE!Cコ ス揖積一ヶ月はESLコースでスピーキング<J)j：量買をたくさん受けました． 当初白私自裏話hi孟TOEICSOO点前後七しん．

私が;n·回原」しにのほ900点在町内るく包L明英語力をつけることでした． 明確な邑唱がないと草吋てレまう性格なヨコで、 私は墨初刀、STOEICコースで勉強しましに．

最初め三ゥ丹は空法1.：：富市在当てた便業主受けましにが、 それが返墨で退屈亡まあイライラさ世吾、こと． ． ． 主 これは毛ちろん先生日世いではEり票tざん．

T口EiCのぜいですI!

でちモの期閣晶占己めずk:IB通に唖ヨ0)1,出Zをこなしていけば、 直白いくらいに85口点まではすく1.：：上tir:Jまレた． でちγ'OEICの謂叡Ji高くて也、 しつIJ•':l英語でコミュ

二ケー シーンをとnないと置障がないこと1.：：気がつ苫ました．弘司次にTOEIC90口点絹当（］）スピー＝子シグ力士身にコけることを目績とUました。

モtt｛，：望E唱する為にス巳ーキング力がつけIt:子情なしで汗Eを買たり．津楽ぞ2まいたっす吾fとが棄しくI�ロ 、 850点から90目点1.:.1o1ずる白f;j:一 人で毛英語t実1.,a,r.ょが
ら連成す�；：：とがでさ正した. C&Cの先生遥（草本当に哩禿位入ぱb‘りてす，伺を聞いてもちちろんし·ob、 りした符えが返ってきますレ‘ 勢E，慢の聞だけで主よく 、 体口包←惰
｛」出力、吋て英語に地れることが出車ます．

＂＇は白ホ由大字で夕方ログ宮（コィυピン<J):,l用語〉を選考いており 、 第二忌g告と）て中凶揖を勉強してい吾こι事品って、 英語以内のそれらの雪語力巴件！ますニとができ
記長レle, ｛ある先生」1.i:.英搭より宇カロク語の方。うまい担んて言内れたことE望）

また. a;cr.：は2帝国人のま徒が多いので、韓国E置にち岡崎在拍つことが出来 日京でこれかよう勉強しようと考λでいます. C&Cの克生遣は私に『自信』をくnsvた．

当初私1.：：耐ホるがなと，．．不主だった固慣が卓成できたのは、ODETTE先主主錨由たく吉M)主従た吉が． rvou can do il 111111111といっち励ましてくれたがらです．

C&Cで勉強することができて本当広島廿ったです．

どれだけ英語を押ぱ日吾力可草固骨次第です．

私自経駿践がフィJピ〉掴宇{i:考えιいる方の番考に世しでちは才＼！；f＊いです．
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イロイ口は椛符憾でマニラかSl時間ーセブb、530分自主リア‘ 船内 I 
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フィリピンでは6畠自に大きな属で.!S�JCナイ島L位置しています． Xとミペ；..（＿＿ヘーモ＂
＼＼．川J斗み

地方工リア司イロィロで位、 人都市1.:1tべると，自費はよく 、 安主な環境で .. ＼ノ Uロ ト℃寸
＼ ー＼

生活しかいという方Id拙勧蜘エリアです． ,.BOAACAv;,,....• ".I 必 ( 
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苦た地方主リ市町恥印刷上の鮮があり敦岡市として ぷこ／ム 勺ん色目的＿.1
をう有名で、llll2.品る街でもあります． －－－�ン ＼人’ . _j \_ 
中心部から1時間程で「ギマラスJ·理路何時間穆で世界で奄有姐はピーデ／／ ／＼〆プ (_ 

といわれる開コカイJ 時く駒可能です・ /-'' rノ ζ
1

i 

_12.34i↑tラカイ島
イロイ口での留学立ら一度1；；肪れたいυソート工 ＇）ア

TポヲカイJ.イロイローディから車で5時間、

カテイクラシか阜市ートで10丹田ところに広が事舟察

l孟4,;c口1ζ古車ぷ真っ白芯ピーチ．

モdコピーチ前に1,1.一 流の高級ホテル力、らプチホテル
cSIC:Iよ＇；，－フー ドバーベキ」 ー を躍しめる故多くの

レストランが立吉革Z、、 也界でち凋重量のリソ トです，

5ギマラス島
イロイロシティカ.. ：；車で1暗闘の垣雌にあるl」ソート
アイランド． ボラカイまで現出L,，；.くc:t手曜に行く
ことので昔i5リソートで字誌に人気自主υアです．

(6モロチャ ーチ
19世紀！ζ建臨さ札kサンゴ融担右灰岩で建てられた

ゴシック リパイ，v，唖誌の教会．

7マンゴーツ J ー レストラン
モの名の通つ ＇ 7<きなマンゴ、yリ が目玉のレストラン．

手軽に軍捕イタ ＇）］＇：：，士fj匝レめるレストランで、フィリ

ピシでl孟少レ高め由設定ですが、 リッチな雰団員ちあ喜
章舶なおすすめのレストランです．

Bミアガオ教会
イロイロ1;::i,;る世R週産！こ宅なコた教:a:e--c、この教会［手
スペイL甜，白時代［ζ週Eられたパロッヲ栂式教舎として
1993＇手にユネλコ世界文化遺産登録きれました．

9ディナギャン祭（Dinagyang)
寄年1月1；：：開催されるイロイロシティ院大のお祭りで、

民接衣装を壇て民族楽器と舞1舗を寅ではがら、町中を
八レードします．

}0スモールヒレ
おしゃれな芭種vAトランやパーが集ま吾工l」ア．

11 コルフ
楢安でフルコ ーλをラウシドで吉るゴルフ場が御座い害す．

.l？イロイロ官書物館
ヨン子ィのと真ん中にある樽物館．ィロィロの歴史聖学べる。
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