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桐原グローバルアカデミー3つの特徴

カリキュラム

ホテル滞在

桐原スピーキングメソッド

安心安全なホテル留学

マンツーマン

豊富なレッスン量

“英語の桐原”が考案した英会話強化

宿泊部屋と教室が同じホテル内にあるため、安

平日は1日最大10、土日祝日は8レッスンまで受講

メソッドで十分な発話量を確保します。

全性・利便性が高く、集中して学習いただけます。

でき、短い留学期間で最大の成果を得られます。
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当校のカリキュラムの考え方
01
「英語が話せる」とは？

会話の中で「すぐに声が出る」状態
反射的にあいづちを打てたり、会話でとっさに声が出る

ことを目標にしています
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「カラダで覚える」トレーニング
02

とっさに声が出るには、カラダで覚えることから始まります

十分な

How are
you?

Oh,
Yes!

発話量
What do you
like to...?

カラダで覚える

怖がらない

自然と声が出る

会話の実践経験で

自信

確実なものになる
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カラダで覚えるための、十分な発話量
03

1コマあたりの声を出している時間が、こんなに違います。

話を聞いている時間
話を聞いている時間
考えている時間

考えている時間
発話している
時間
発話している

2倍以上！

時間

一般的なスクール
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ベーシックコース 午前4レッスン：「Kirihara Speaking Method」
04

Kirihara Speaking Method

を用いたプログラム

（桐原の英会話強化メソッド）

“英語の桐原”
オリジナル
発話トレーニング

桐原スピーキングメソッドの特長
①確かな教材を集中的に音読

②豊富な発話量で徹底的に口を動かす

③体系化されたカリキュラムを積み上げることで確実にレベルアップ

事前学習

1時間目

2時間目

・学習用テキストをお届け
『FACTBOOK』
『DetaBase3000』

文字を読んで話す

音を聴いて話す

Reading → Speaking

Listening → Speaking

1コマごとに

レベル UP !

・現地にて小テストの実施

4時間目

3時間目

会話を組み立てる

絵を見て話す

Conversational Topics

Photographs → Speaking
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ベーシックコース 午後4レッスン：豊富なカリキュラムから選択
05
一般英会話

ビジネス英会話

Pattern English

Survival English

Pronunciation Class

Business Class

E-mail

News/Magazine

ネイ ティ ブがよく利 用 する定
型文を学びます。「会話の始
め方、つなぎ方」「相手へのあ
いづちのうち方」を中心に反
復練習し運用力を高めます。

海外旅行に出かけた時に使う
英会話の目的別習得を目指
します。旅先で現地の人と話
せると、旅は一層楽しく充実し
たものになります。

日本人がもつ発音の問題点に着目
し気づきを得ることができます。規
則に則った練習を繰り返し行い体得
を目指します。苦手としている発音
を特定・評価し、改善していきます。

Pearson社/Market Leaderを活用し
てビジネス英語の定着を図ります。
Financial Times誌の生きた英語記
事を活用して実践的なビジネス英
語の習得を目指します。

メールのやり取りについて、
ルールや書き方・独特な言い
回しを学ぶことが出来ます。
仕事で使う英文メールを書け
るようになります。

新 聞特 有の 言 い回しを学 び
なが ら英 字新聞 や雑誌を読
み解いたり、TVニュースを理
解できるようになるための
レッスンを行います。

General English

Grammar Class

Pearson社/Speak Outを活用
し て 4 技 能 （ Speaking 、
Listening、Writing、Reading）を
伸ばします。ビギナーの方に
は、Pearson社/Side by Side
を活用します。

英文の語順を重視したくさん
の平易な文章に触れ、英文
法の理解を促します。苦手な
生徒には桐原書店の発行す
る文法書も併用して日本語で
の理解・定着を促します。

楽しく学ぶ
Singing Class
歌詞のもつ意味や強調を理解し、語彙
の発音を学ぶことで、表現力や理解力を
高める楽しいクラスです。

Vocabulary and Idiom Class
自信を持って英会話に取り組めるよう、語
彙力を高めます。フラッシュカード・パズル
等のゲームを行いながら、定着を図ります。

基礎

Telephone

Speaking Class

Reading Class

語彙・表現を学び、文章をつくり、積
極的に発話に取り組み、さらにアイ
デアや意見を述べることができるよ
うになっていきます。

正確な読解を行い、 情報や出来事の
共有を行いつつ、発音、語彙とそのス
ペリング、文法などをおさえ、読解の
速度を向上していきます。

Listening Class

Writing Class

音声教材を活用して、穴埋め、要約、
会話の練習から語彙・表現・発音等を
学び、リスニングスキルを高めます。
経験を伝えたり、意見交換等の発展し
た学習も行います。

基本的な文法の確認や文型を理解し
文章の完成の仕方を学びます。自分
の考えを英文で表現したり、 導入・主
節・結論などの論旨構成を行う等、
エッセイライティングにも挑戦します。

表情やジェスチャの見えない、電話による英会
話の習得を目指します。単なる情報交換にとど
まらず、謝罪、約束、提案等の状況に応じた電
話での英会話力を向上させます。突然かかって
くる英語の電話にももう焦りません。

おもてなし英会話

TOEIC® Listening and Reading

東京オリンピックを見据えて、海外からのお客様をも
てなし、日本の食、文化、歴史、伝統を英語で説明す
るスキルを会得します。「心づくしの英会話」1冊を1週
間で学ぶ「おもてなし英会話コース」もございます。

新形式TOEIC® L and R対策として、問題回答
→ディスカッション→解説により、スコアアップの
スキルを身に着けます。テクニックに依存せず、
英語力を高めながらスコアアップを図ります。

資格
英検®対策
面接対策、英作文対策など目的に合わせてレッ
スンをお取りいただけます。準1級、2級、準2級、
3級が対象となります。

IELTS対策
4技能の弱点を克服するとともに、試験対策をし
ながら英語力アップを図ります。
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目的に合わせた「特別コース」
06

TOEIC®L&R テスト速習コース

シティ校のみ

おもてなし英会話コース

申込期限 3週間前まで

あのカリスマTOEIC講師・Jayと100点UPを目指す！

診断

事前学習

留学

JayによるTOEICスコ

『TOEICテスト書き込み

TOEICハイスコアの日

アシート個別分析と

ドリル』（桐原書店刊）と

本人マネージャーによ

ボキャブラリー診断

Jay収録による音声配

るコーチング・オールマ

信で自習をサポート

ンツーマンレッスン

挨拶・道案内・観光ガイド・おもてなし表現を習得！
ご自身の海外旅行で役立つフレーズも繰り返し練習できます。
このコースは1週間完結です。他のコースとの組み合わせも可能です。

NEW

オリジナル
テキスト

英検®対策コース

試験突破の必勝テクニックと自信を身につける！
準1級、2級、準2級、3級が対象です。

Point!

01

Point!

02

自分では気づけないあなたの弱点を、

早川幸治

Jayが徹底分析＆アドバイス

（通称Jay）

分析結果をもとに、フィリピン人講師と

TOEICスコアアップ
200点請負人！ 英
検1級、TOEIC満点
多数取得。全国150
社以上の企業で英
語研修の実績。

日本人マネージャーがW指導

Speaking：面接対策を徹底的に

Writing：丁寧な添削指導で英作文対策
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宿泊ホテル ①
コスパ抜群！
プライベートな空間で快適な学習

Asia Light Hotel
アジ アライトホテル

1人部屋でプライベート空間を完備
Point!

01

Point!

02

Point!

03

自習用のデスク、冷蔵庫、テレビなど、基本的な設備
が整っています。各階にはウォーターサーバも完備。

ホテル内スクール
ホテル 5Fに校舎、眺望のよいカフェテリア（レ
ストラン）があります。

治安の良い便利なエリア
おしゃれなカフェ、地元の人にも人気なレストランが
多数あります。

■食事／朝食付き
■設備／自習用デスク、エアコン、冷蔵庫、テレビ、ベッド、シャワールーム（バスタブなし）、トイレ、Wi-Fi
■アクセス／マクタン空港から車で30分～1時間、セブンイレブン徒歩1分、ショッピングモール徒歩10分

※ドライヤー無し

1日のスケジュール
1時間目 8:00～8:50
2時間目 9:00～9:50

桐原スピーキングメソッド

3時間目 10:00～10:50

（マンツーマン）

留学費用

4時間目 11:00～11:50
ランチタイム
5時間目 13:00～13:50

グループレッスン（１対４）

6時間目 14:00～14:50
7時間目 15:00～15:50

選択式（マンツーマン）

8時間目 16:00～16:50

一日の振り返り・課題出し

1 週間

100,830円～
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宿泊ホテル ②
ゆったりベッドで快適な環境！
清潔感あふれるホテルで充実した留学生活

MJ Hotel
MJホテル

Point!

01

Point!

02

Point!

03

ゆったりしたお部屋で快適な環境
ルームクリーニング、タオル交換を毎日行います。
電気ポットやミネラルウォーターもあります。

ホテル内スクール
ホテル9Fが校舎です。1Fにレストランがあります。

徒歩圏内にアヤラモール
セブ島で1，2を争う巨大ショッピングモール。多数の
レストランやショップが入り、観光スポットとしてもお
すすめです。

■食事／ビュッフェスタイルの朝食付き、ランチボックス（ベーシックコースのみ、月曜～木曜まで※現地祝日は無し、AMコースは無し）
■設備／自習用デスク、エアコン、冷蔵庫、テレビ、ベッド、シャワールーム（バスタブ無）、トイレ、Wi-Fi、セキュリティBOX※ドライヤー無し
■アクセス／マクタン空港から車で30分～1時間、アヤラモール徒歩6分
1日のスケジュール
1時間目 8:00～8:50

2時間目 9:00～9:50
3時間目 10:00～10:50

桐原スピーキングメソッド
（マンツーマン）

留学費用

4時間目 11:00～11:50
ランチタイム
5時間目 13:00～13:50
6時間目 14:00～14:50

選択式（マンツーマン）

1 週間

125,790円～

7時間目 15:00～15:50
8時間目 16:00～16:50

一日の振り返り・課題出し

※金曜日はAM4レッスンのみ。
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宿泊ホテル ③
ハイグレード！
3つ星ホテルで最高級の留学を

Cebu Parklane Hotel
パークレーンホテル

ロケーション抜群の3つ星ホテル
Point!

01

Point!

02

Point!

03

お部屋の設備、サービスともに最高クラス。ホテル
内にはコンビニやレストランも多数あります。

プール・ジムが無料で使用可能
ホテル内のプール、ジムを自由にご利用いただけ
ます。 学習のリフレッシュに最適。

プレミアム校まで徒歩1分
セブプレミアム校まで徒歩1分の距離。近くにはア
ヤラモールもあります。

■食事／ビュッフェスタイルの朝食付き、ランチボックス（月曜～木曜まで※現地祝日は無し、AMコースは無し）
■設備／自習用デスク、エアコン、冷蔵庫、テレビ、ベッド、シャワールーム（バスタブ無し）、トイレ、Wi-Fi、セキュリティBOX、ドライヤー
■アクセス／マクタン空港から車で30分～1時間、アヤラモール徒歩5分

もうワンランクUPするなら！

1日のスケジュール
1時間目 8:00～8:50
2時間目 9:00～9:50
3時間目 10:00～10:50

桐原スピーキングメソッド
（マンツーマン）

留学費用

4時間目 11:00～11:50
ランチタイム
5時間目 13:00～13:50
6時間目 14:00～14:50

選択式（マンツーマン）

7時間目 15:00～15:50
8時間目 16:00～16:50

より快適で最高級の

1 週間

147,790円～

サービスをご提供します。
● 客室グレードアップ
● 特別ラウンジ使い放題
● 専用車で空港送迎

留学費用
1 週間

189,750円～

● ポケットwi-fi貸出
一日の振り返り・課題出し

※金曜日はAM4レッスンのみ。
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★基本スケジュール★
日曜：チェックイン
平日：レッスン
土曜：チェックアウト

料金構成
留学費用

基本以外は相談してね！

※詳しくは P１3参照

コース

ホテル

人数

期間

1人

１週間

○ ベーシックコース（40レッスン/週）

セブシティ校

○ TOEIC®速習コース

アジアライトホテル

２週間

○ 英検®対策コース

②

×

○ おもてなし英会話コース

セブプレミアム校
MJホテル

2人

×

○ ベーシックコース（36レッスン/週）
○ AM4時間コース（20レッスン/週）

③

セブプレミアム校
パークレーンホテル

24週間

3人

○ 英検®対策コース

～

①

必須
必須

○ おもてなし英会話コース

基本料金

オプション

必須

お客様負担

任意

＜事前支払い＞

＜レッスン＞

■入学金（初回留学時のみ）

■マンツーマンの追加レッスン

■送金事務手数料

■グループレッスンをマンツーマンへ変更

シティ校のみ
セブシティ校のみ

■語学力診断付きプラン

プレミアム校のみ

＜現地支払い＞

■SSP 取得料金・ VISA 延長料金

＋

●航空券
●海外旅行損害保険

＋

●食費
●空港使用税 850 ペソ

＜サービス＞

■空港お見送りプラン
■食事付英会話実践ツアー
※詳しくは P１4 参照

必須

セブプレミアム校のみ
プレミアム校のみ

●帰りのタクシー代

プレミアム校のみ

※詳しくは P１4参照
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留学費用（消費税10%込）
人気No.1
Basic
course

プラン

部屋

前泊・延泊

1週間

2週間

3週間

4週間

5週間

6週間

7週間

8週間

セブシティ校／アジアライトホテル
ベーシックコース

1人

¥3,190

¥100,830

¥161,950

¥220,000

¥267,870

¥334,840

¥401,810

¥468,780

¥510,280

（40レッスン/週）

2人

¥3,790 (¥1,895/人)

¥88,610

¥148,700

¥199,630

¥237,320

¥296,650

¥355,980

¥415,310

¥449,170

セブプレミアム校／MJホテル
ベーシックコース
（36レッスン/週）

AM4時間コース
（20レッスン/週）

1人

¥6,930

¥125,790

¥208,800

¥288,750

¥358,520

¥448,150

¥537,780

¥627,410

¥682,410

2人

¥7,640 (¥3,820/人)

¥113,570

¥195,560

¥268,380

¥327,960

¥409,950

¥491,940

¥573,930

¥627,410

1人

¥6,930

¥110,510

¥181,300

¥250,050

¥310,650

¥388,310

¥465,970

¥543,640

¥593,800

2人

¥7,640 (¥3,820/人)

¥100,320

¥171,110

¥233,750

¥284,170

¥355,210

¥426,250

¥497,300

¥541,850

セブプレミアム校／パークレーンホテル
ベーシックコース
（36レッスン/週）
パークレーン
「プラス」コース
（36レッスン/週）

1人

¥8,960

¥147,790

¥256,460

¥362,080

¥457,520

¥571,900

¥686,280

¥800,660

¥884,070

2人

¥10,880 (¥5,440/人)

¥127,620

¥226,010

¥315,230

¥391,210

¥489,020

¥586,820

¥684,620

¥756,250

1人

¥12,600

¥189,750

¥331,940

¥471,070

¥600,010

お問い合わせください

■費用には授業料、テキスト代、朝食代、昼食代（プレミアム校ベーシックコースの月～木曜、祝日は無し）、宿泊費、

特別コース

電気水道代、洗濯サービス（週2回）、空港ピックアップサービス（日曜到着は無料、月曜～土曜は3,300円）、ホテル

TOEIC®速習コース

セブシティ校留学費用 ＋ 20,170円/週

無線インターネット使用代を含みます。

セブシティ校、セブプレミアム校
ともに留学費用のみ

■2019年12月29日～2020年1月4日、2020年4月26日～5月9日は上記料金に10,000円加算されます。（シティ校除く）

英検®対策コース

セブシティ校留学費用 ＋ 4,070円
セブプレミアム校留学費用のみ

加算されます。

おもてなし英会話コース

■2019年12月31日、2020年1月17日～19日にパークレーンホテルに滞在の方は、上記料金にプラス2,340円/泊

■8週間以上の受講をご希望の場合はお問い合わせください。
■各ホテルのチェックイン可能時間：14時以降、チェックアウト：12時までとなります。
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基本料金・オプション料金（消費税10%込）

基本料金

オプション料金

必須

＜事前支払い＞

＜レッスン＞

■ 入学金：15,280円（初回留学時のみ）

■ マンツーマンの追加レッスン（現地でも申込み可）

■ 送金事務手数料：2,040円

任意

平日 17：00 ～ 19：00
プレミアム校 金曜 13：00 ～ 19：00

土・日・現地祝日 8：00 ～ 17：00
2レッスン～申込可

1レッスン 1,490円（650ペソ）

1レッスン 1,830円（800ペソ）

＜現地支払い＞

■ SSP取得料金：6,500ペソ（約14,600円）

■ グループレッスンをマンツーマンに変更：4,070円/週

シティ校のみ

※フィリピン政府により料金が変更される場合がございます。

■ VISA延長料金：4,000ペソ（約9,000円）
※31日以上滞在される方のみ。

■ 語学力診断付きプラン：6,110円

プレミアム校のみ
申込期限 1か月前まで

留学前後1回ずつ実施、現地でのレベルチェックテスト免除。
※Skypeが必要です。

・SSP取得料金（特別学習許可証）… 観光を目的として入国した外国

＜サービス＞

人がフィリピン国内で合法的に勉強するために必要なビザの一種。

■ 空港お見送りプラン：6,110円

・VISA延長料金 …入国から30日までは無料。31日以上滞在される方
が必要となります。1回目の延長で＋29日間有効 （合計59日間）、以
降30日ごとの延長更新が必要。

プレミアム校のみ
申込期限 1か月前まで

●帰国時、ホテルからマクタン空港へ車でお見送り
●ヘアドライヤーレンタル（1週間）※ ① 、シャンプー・リンス、ティッシュペーパー付※②

※①：2週間以上必要な方は応相談

※②：滞在中1回のみ

■ 食事付英会話実践ツアー：14,760円

プレミアム校のみ
セブプレミアム校のみ
申込期限 1か月前まで

●ショッピングモールでお土産購入ツアー（SMモール等）
●講師同行でセブ市内プチ観光

※留学最終日（金曜日限定）授業後出発、モール内レストランで講師とランチ、祝日の場合は実施なし。
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よくあるご質問
費用・申請等について

英語力について
Q. 英語が全く話せないのですが大丈夫でしょうか？

Q. 費用のお支払い方法はどのようにすればよろしいでしょうか？

A.

A.

当スクールではマンツーマンレッスンを中心としておりますので、個人個人に合った勉
強の進め方でレッスンを勧めさせていただきます。講師も経験豊富で、全員がホスピタ

当スクール指定の口座へ銀行振込でお願いします。

リティに溢れるフィリピン人です。ご安心下さい。

Q. フィリピンペソへの両替はどうすればよいでしょうか？
Q. 英語は短期留学でも十分に上達しますか？

A.

A.

レッスンの時間は1週間で1800分以上となります。日本で週1回40分レッスンの英会話

をご確認ください。

な上達が可能な環境を作る事が出来ます。

A.

フィリピン人講師に英語を習う日本人はここ最近で急増しています。理由はフィリピン人

Q. ビザとSSP（特別学習許可証）の申請はどうすればよいでしょうか？

A.

の英語はアメリカ英語のネイティブに非常に近い為です。また、フィリピンは世界で3番

ください。手続きは当校で代行致します。

を持っておすすめしますので、ご安心下さい。

レッスンは8歳から受講可能です。15歳未満の未成年者がフィリピンに入国する際には、
親の付き添いもしくは大使館での手続きが必要です。ご注意ください。

ビザを取得されなくて大丈夫です。30日を超えて滞在される場合は、滞在の延長手続き
に必要となります。オリエンテーション時に日本人スタッフに申請料金と顔写真をお渡し

英語教育学位取得者を基準に採用しており、十分な経験と研修を受けています。自信

A.

入国の際に、空港で30日間滞在できる観光ビザを取得できますので、日本で前もって
が必要となります。SSP（特別学習許可証）はフィリピン国内で合法的に勉強をするため

目に英語を話す人が多い国です。特に当校の講師は全員が講師歴5年以上、もしくは

Q. 何歳からレッスンを受講できますか？

残金はレートが良いセブで両替することをお勧めします。現地の両替所はオリエンテー
ション時にご説明致します。クレジットカードによるキャッシングは出国前に使用の可否

スクールに通うレッスン時間の約1年間分となります。1週間からの短期留学でも、十分

Q. フィリピン人の英語の発音は問題ないでしょうか？

到着後、オリエンテーションまでに使う食事代など3,000円分ほどを日本でペソに両替し、

Q. 海外保険に入るとどのような利点がありますか？

A.

海外保険の種類によっては、現地で病院に行く時にキャッシュレス（無料）で診察を受け
ることが出来ます。また、航空機の遅延保険、カメラや航空券等の携行品の損害に対
する保険等いざという時の補償がついているので安心です。加入は必須でお願い致し
ます。
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2019.08

留学までの流れ

STEP 1

STEP 2

STEP 3

航空券・保険・

STEP 4

お申し込み・ご相談

ご契約・ご入金

日程確定後、見積書・申込書・プ

2週間以内に申込金2万円をお

航空券（ ※2,3） を購 入し 、 フライ

現地でのSSP申請のため、顔写真

ロファイルシートをお送りします。

支払いいただくと、本契約完了

ト情報（到着時間・便名）を2週

（※6）を2枚ご用意ください。出発1

メ ー ル ／ FAX に て 申 込 書 と プ ロ

となります。残金は入学の1か

間前までにお知らせください

週間前までに最終案内をお送りし

ファイルシートをご返送ください。

月前までにお振込ください

（ ※4 ） 。 ま た 、 海 外 旅 行 損 害 保

ます。持ち物リストを参考にご準

空室確認後、請求書を発行します。

（ ※1 ） 。 全 額 の ご 入 金 確 認 後 、

険（※5） 、パスポート （帰国時 ま

備ください。

テキストを発送します。

での残存期間）をご用意ください。

パスポートのご用意

留学準備・ご出発

※1 金融機関の発行する振込証明書が領収書となります。2週間以内にお振込みが確認できない場合は、申込を解除させていただきますのでご注意ください。
入学日まで1か月を切ってお申込された場合、留学費用を全額一括でお振込みいただきます。
※2 片道航空券だけではフィリピンへの入国は出来ません。必ず、セブ・マクタン空港への往復航空券をご購入ください。
マニラ経由便は遅延・ロストバゲージが多発する為、お勧めしておりません。
※3 【航空券・海外旅行傷害保険 代理店】 IACEトラベル 新宿支店
Mail: shinjuku@iace.co.jp Tel:03-6890-4223 ※問い合わせの際は、「桐原グローバルアカデミー」の受講生であることをお伝えください。
※4 ピックアップは24時間可能です（日曜日以外は有料）。ホテルへのチェックインは14時～となります。その前にチェックインをご希望の場合、前泊（有料）扱いとなります。
※5 クレジットカードの付帯保険を利用予定の方は、自動付帯・利用付帯か、キャッシュレス診療の可否、補償内容等をご確認ください。
現地でキャッシュレス診療をされる場合は、ご本人様がクレジットカード会社に連絡をして（利用付帯の場合は条件をクリアしているかの確認、既往症かどうか等）を確認し、
カード会社もしくは保険会社より病院へ予約をして頂く必要がございます。
※6 顔写真は 【縦5×横5cm ／縦4×横3cm】 を1枚ずつ（計2枚）ご用意ください。カラー、背景白、メガネ非着用でお願いします。
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桐原グローバルアカデミー

『桐原グローバルアカデミー（Kirihara Grobal Academy：KGA）』は、図書印刷グループ会社の

株式会社桐原書店が運営するフィリピン・セブ島での英語留学サービスです。
マンツーマン中心の実践的な英語教育プランで社員の方の英語力を高めます。
学校は日本人経営のホテル一体型のため、利便性・安全性が高く安心して留学いただけます。
社員の方の英語力底上げや海外赴任前の短期集中研修などに、
「留学」を取り入れてみてはいかがでしょうか？
詳細はこちら

https://www.tosho.co.jp/service/kga/
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