CELLA
LUXURY&NEW ！
～全ての方が満たされる2つのキャンパス～

溢れるCELLAの魅力
２つの異なるタイプのキャンパス

高級コンドミニアムを寮として使用して
いる『プレミアムキャンパス』は、個室・
2人部屋・4人部屋をご用意。2017年1
月に新築ビルをほぼ全て一棟借りして
オープンした『ユニキャンパス』という異
なる2つのキャンパスをご用意。通常タ
イプの校舎に加え、高級志向の方にも
ご満足頂ける校舎があるため、フィリピ
ンに数多くある他校様でもこれまでに
類を見ない幅広いニーズに沿える学校
といえます！

マンツーマンレッスン多め等
ユニークなコースが豊富

マンツーマンレッスンが1日4コマの標
準的コースから、1日6コマ等のマン
ツーマン多めのコース、バリエーション
豊富なTOEIC、IELTSの試験対策、社会
人向けのビジネス英語コース、更に客
室乗務員向け英語コース、TESOL(英語
講師資格)、親子・ジュニアといったユ
ニークなコースまでをご用意。
※プレミアムキャンパスは一般英語、
ビジネス英語、親子コースのみ開講。

GOODな治安の周辺環境＋ユニ
キャンパスのリーズナブルな料金

どちらのキャンパスもセブでは治安の
良いエリアに位置。プレミアムキャンパ
ス周辺はスタバをはじめ飲食店も多く、
ユニキャンパス周辺は中型ショッピング
モール等がございます。
料金面でお得な部屋タイプはプレミア
ムキャンパスの4人部屋、ユニキャンパ
スは2017年の新築ながら全部屋タイプ
ともリーズナブルな料金設定です。

充実の設備で快適な留学生活

両キャンパスにはオシャレなカフェと
器材豊富な無料ジムをご用意。プレミ
アムキャンパスの第1寮室内にはベッド
ルームの他、ソファやTVがあるリビング
＋ダイニングスペースとキッチン（親子
留学の方は有料で調理可）、豪華なユ
ニットバス、更に各室内にウォーター
サーバーを設置という贅沢さ。ユニキャ
ンパスは新築ビル内に寮を構え、広め
のお部屋と、更にビル内にはマッサー
ジ店（有料）もございます！

各キャンパスに日本人を
配置した安心のサポート体制

各キャンパスに日本人スタッフ1名～＋
日本語堪能なベテラン韓国人スタッフ
を配置している日本人サポート体制。
更に滞在全期間中、LINEでのサポート
もご提供しております。勿論、緊急時に
は病院同行といったサポートも無料で
対応しているため、法人研修にも安心
の学校です。

CELLAの若き情熱溢れるMr.Alex校長
セブの韓国人経営校で最も若いアレックス校長の素顔と想い・改革の一部をご紹介！
Mr.Alex’s work&life

プレミアム、ユニ両方のキャンパスを日々往復し、
生徒様に一番近い場所で仕事をしています。

ここが私と
家族が住ん
でいる寮内
の部屋です

プレミアムキャンパスのメインドミトリーに妻子と
住んでいます。生徒様と同じ環境に身をおくことで
生徒様のことを理解し、有事の際もサポート致しま
す。

Mr.Alex’s history

・セブの老舗校で語学留学。ここで
奥様(韓国人)と運命的な出会い！
↓
・バギオの学校で学生兼スタッフとし
て勤務。空港ピックアップ等多岐に
わたるサポート業務を経験。
↓
・韓国で10年間大手留学会社に勤
務。
欧米に加えフィリピン留学を販売。
↓
・ＣＥＬＬＡ校の校長に就任。
↓
・不退転の決意の元、2017年に
ユニキャンパスをオープン
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こちらは充実の朝食！

学食
講義棟２F

人気のカフェ（売店は左側に有）

講義棟１F&キッズルーム

オフィス

CELLAプレミアムキャンパス
せっかくの留学だからラグジュアリーなコンドミニアムの高層階にステイ！
▼４人部屋
▼広々とした２人部屋
※個室はこちらをシングルユース！

👈バスルームは2人部屋も4人部屋も
同タイプ

▼ 講義棟対面のコンドミニアム寮外観

LESSON

SCHOOL Info.
正式名称

CEBU ENGLISH LANGUAGE
LEARNING ACADEMY

住所

＜プレミア＞
JDN Square, P Remedio St, Banilad,
Mandaue City Cebu 6014 Philippines
＜ユニ＞
Trieste Building, 777 Barangay
Kalubihan, Talamban Cebu City
Philippines

机、イス、ベッド、トイレ、シャワー、エアコ
ン、クローゼット、ミラー、ソファ、TV、冷蔵
庫、ウォーターサーバー（全室に設置）

寮施設
プレミア寮内に無料ジム&100ペソサウナ、
ユニ寮内に無料ジム
教室、食堂、自習室、カフェ（プレミアの
み）、売店（プレミアのみ）

学校施設 ※ユニビル内にマッサージ店、
ランドリー店有（1kg29ペソ）

63-32インター 学校内指定場所でのみ使用可能
設立年度 2006
520-6772
ネット
AFF-06到着時は有
週3回 ※ユニは
SSP
TESDA 登録済
空港送迎 （有料)
洗濯
有料(1kg29ペソ)
054A
89人 (欧
プレミア
日～木：22
週1回
時、金土祝前
講師
米講師3名 学生定員 80人、
掃除
門限
日：0時
含む）
ユニ100人
10～25％
正社員＋
プレミア44/ グループ講 プレミア10/
日本人ス
1:1講義室
日本人率 ※時期に
学生兼ス
ユニ51
義室
ユニ14
タッフ
より異なる
タッフ
代表電話

CAFE

GYM

CELLAプレミアムキャンパス
正式認可の教育機関＆ワンランク上のアフタースクールライフ！
徒歩5分以内の周辺SPOT

▲徒歩2分のデザインセンター（商業ビル）内にあるイタリアンレストラン

▲スタバもあるビジネスパーク

▲マクドナルドやジョリビーという
ファーストフード店、さらに品数豊富
なスーパーマーケットも徒歩2分の
場所にあり、生活にとても便利

プレミアムキャンパス内の第2寮＆全体図
第2寮建物外観

キャンパス全体図
第2寮
講義棟

中庭
メインの

第2寮のお部屋
第2寮は基本的にメインの寮が
満室の際に利用しています。
勿論お申込頂いた際は第1か
第2の何れかをご案内させて
頂きます。第1寮との違いは
リビングルームが無い点ですが
十分なスペースと設備を誇ります。

↑2人部屋（個室はこちらをシングルユース）

4人部屋（3人部屋として使用することも有）→

各
部
屋
共
通
の
設
備

通
コンドミニアム寮
路

２Fのマッサージショップ（学割有）

学校レセプション
※ビル1Fエレベーター前に
セキュリティスタッフを配置

スカイラウンジ＆ジム

CELLAユニキャンパス
2017年1月オープンのNEWビルディングで快適な留学生活！
全部屋内に日本式のエアコン、シンク、冷蔵庫、クロー
ゼット、人数分の机＆椅子、ベッド横の読書灯が設置さ
れています。コンセント数も多く生活しやすい造りです
▼広々とした４人部屋

▲２人部屋
※１人部屋はこちらをシングルユース

▲３人部屋

▼オシャレなバスルームは、うれしい
セパレートタイプのシャワー室

充実のアフタースクール

VIKING 両校舎とも土日のみ MEAL
ブランチ、平日は３食付

校舎1Fのオシャレなカフェ

CANTEEN

校舎裏のリラックススペース

MICROWAVE
寮内各フロアに設置

CELLAユニキャンパス
School Building Inside

Surrounding Area
最上階に
ある売店▼

＜＜ユニキャンパスビル フロアガイド＞＞
1F：銀行、セキュリティスタッフスペース カフェ 2F：マッサージショップ、ランドリー、学食
3F：男性寮 4F：女性寮 5F、6F：マンツーマン教室、グループ教室、オフィス
7F：マンツーマン教室、自習室、多目的ルームｘ２ 8F(屋上)：ジム、売店、休憩ラウンジ

▲徒歩3分の
ショッピング
モール

▲徒歩7分の
コンビニ
👈最寄りの
総合病院

『講師のCELLA』と呼ばれる理由とは？
伝統校ならではの講師採用と管理・教育システムが生み出すハイクオリティな講師陣！
勤務年数

採用フロー
電話インタ
ビュー

３～８年
のベテラン
１～２年

テスト(85%
～で合格）

１次面接

デモ授業

２次面接

合格後１ヵ月間
トレーニング

30%
例：入社1年めの新人講師は
週約10コマ～のトレーニング
日々実施されているトレーニング概要 を必須受講！

70％

トレーニング

全体の3割が勤務歴3年以上のベテランとフィリピンの
英語学校の中では安定した勤務年数の長さ！
他7割の講師陣も右記の厳しい採用基準と多くの
トレーニングを受け続けている約90名の精鋭たちです！
講師陣組織

校長・副校長以下の体制

正しい文法

よく間違う英語フレーズ

ネィティブの発音・表現

指導・教育戦略の共有

韓国・日本人の発音矯正

留学生の文化背景理解

評価（年4回）・昇進

アカデミック

学内規定

ディレクター
IELTS/TOEIC

TESOL

ACE

責任者

責任者

責任者

一般英語コース講師陣

授業スケジュール作成者

・上司との関係
・生徒との関係
・リーダーシップ
等々

厳しく険しいヘッドティーチャーへの道

５年間以上の英語講師勤務経験
他企業での社会人勤務経験

CELLA生徒からの5段階評価ｘ10項目
の定期アンケートの結果等から基づく
優れた指導技術等の高い評価獲得

コース概要①
一般英語、TOEIC、IELTSに加え、親子・ジュニア、客室乗務員向け英語、英語講師資格取得、
ワーホリ前向けの仕事英語等、CELLA校ならではの多彩なコースもご用意！
※1コマ＝４５分
コース

開講キャンパス

マンツーマン

グループ

任意受講授業
コマ数
グループ

必須受講分授業コマ数

日中の任意
自習コマ数

必須受講分
コマ数合計

必須+任意受講分
コマ数合計
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ユニ

4

4

1

2

8

11

IELTS準備

ユニ
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ユニ

6

2
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ACE（客室乗務員）

ユニ

4
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1
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8
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ユニ

6(最大８名）

2(Eラーニング)

1
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BUSINESS

プレミアム

4

4
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10

ジュニア

プレミアム

6

0

0

0

6

6

保護者

プレミアム

4

0

0

0

4

4

（英語講師資格取得）

◆TESOL（英語講師資格取得）コース：4週間。2019年度コース開始日＝1/7, 2/4, 3/4, 4/1, 4/29, 5/27, 6/24, 7/22, 8/19, 9/16, 10/14, 11/11
※親子留学に関して、ジュニアコースは渡航時点で3歳以上が参加条件、保護者は保護者コース若しくは他コースを同期間受講要。
※ジュニアの単独は渡航時点で10歳以上が参加条件（高校3年生卒業まで年代により追加料金有)でプレミアムキャンパスでのみ受入可
※上記の他に日本人生徒様から大人気の1週間、2週間特化のEXPRESSERコースも有

コース概要②
POWER SPEAKING4・5

何れもマンツーマンとグループのバランスがとれている人気のコース。マンツーマン授業で弱点を補強し、少人数グループ授業で目的
に合った科目を選択して、英語使用に対する自信と英会話力を向上させることができます。

POWER SPEAKING6

日本人生徒から1番人気のコースです。多めのマンツーマン授業で弱点を克服することに加え、英会話力の向上がより見込めます。更
に少人数グループ授業で自分に合った科目を選択することができます。

POWER SPEAKING7

期間不問でマンツーマン授業重視派、比較的短期間の方、英語初級レベルでご年配の方等に向いているコースです。
又、自分の意志にてマンツーマン授業の内容を全て決めていきたいという方にもオススメです。

TOEIC準備

初めてTOEICを受けられる方～700点を突破されたい方向けのコースです。一般英語のマンツーマン2コマ＋TOEICのマンツーマン2コマ
＋TOEICのグループ4コマ＋17:15からのグループ1コマ＋任意自習2コマという内容です。

TOEIC一般

マンツーマン4コマとグループ4コマ全てがTOEICの授業で＋17:15からのグループ1コマ＋任意自習2コマという内容です。
授業のほぼ全てがTOEICなため、TOEICスコアを上げることが目的という方に最適です。

IELTS準備

初めてIELTSを受けられる方向けのコースで、一般英語のマンツーマン2コマ＋IELTSのマンツーマン2コマ＋IELTSのグループ4コマ＋
17:15からのグループ1コマ＋任意自習2コマという内容です。

IELTS応用/IELTS保証

両コースとも任意受講である17:15～のグループ授業以外の全てがIELTSに特化した内容です。点数保証コースは12週以上で5.5保証
＝入学時4.5 or Intermediate以上、6.0保証＝入学時5.0、6.5保証＝入学時6.0、公式試験10週目無料受験可、入学は毎週可、2コマの
自習は強制です。

ACE(客室乗務員)

フィリピンの英語学校で初の航空会社客室乗務員の面接英語準備コースです。内容はリスニングとスピーキング中心の会話会強化
コースと、面接時に必要とされるスキル（面接、筆記、討論等）を学ぶコースで、韓国の同業界専門学校との提携からできたコースです。

BUSINESS

ビジネスコースは現代のグローバルなビジネス環境で活用できる英語を学ぶためのコースです。電話やメール、ミーティングや
プレゼンテーションに至るまで、ビジネスにおけるあらゆる状況に応じて役立つさまざまな英語テクニックを学びます。

TESOL

TESOL資格（＝英語を母国語としない人たち向けの英語教授法資格）を目的とされる方を対象としたコースです（受講レベルTOEIC700
以上＋電話インタビュー）。同資格で有名なオーストラリアIH TESOLカリキュラムで勉強し、格安な料金で同内容を学べる点が魅力です。
修了後、希望者は校内外の実習/ インターンシップも可能です。

ジュニア

親子留学をご希望の方向けのコースで、お子様も親御様も授業は全てマンツーマンです。お子様の受け入れ可能年齢は3歳からです。
又、10～高校卒業前の18歳単独留学生徒様は全てこのコースを受講となります。

保護者

親子留学をご希望の方向けのコースです。保護者様（親御様）の授業は全てマンツーマン4コマで、空き時間にお子様のご様子を観に
行くことも可能です。更に追加料金（レンタル調理器具含む)で寮部屋内のキッチンに小型ガスボンベを設置し、調理をされることも可能
です。

EXPRESSER1, 2
上記の他、1週間、2週間の方限定『EXPRESSER1』, 『EXPRESSER2』というコースも有。 両コースとも月曜初日午後にマンツーマン授業が4コマ、土曜にマンツーマン2コマ
があり現地祝日の場合でも追加料金なく通常どおりのコマ数の受講が可能です（※『EXPRESSER2』の土曜午前授業は片方の土曜のみ)。両コースとも祝日の場合でも
追加料金なく通常どおりのコマ数の受講が可能なため、短期マンツーマン派、祝日を含む週に1か2週間の留学をされたい方に最適です。

レベル＆タイムテーブル＆選択科目
初級から上級まで９段階の細かいレベル設定＆中長期留学でも飽きない豊富な選択科目！
レベル

レベル名称

LV1

Novice

基礎的な単語習得と基本的な意思表現をする

LV2

Beginner

与えられた状況によって基礎意思表現をする

LV3

Elementary

基礎単語と文法で基本文章を構成する

LV4

Pre-Intermediate

日常的な会話が可能になる練習をする

LV5

Intermediate

LV6

簡単な自分の意見と討論を練習する

Upper-Intermediate 多様な状況と語彙、高度な会話を練習する

LV7

Pre-Advanced

LV8

Advanced

LV9

内容

日常的な会話が自然にできる
多様な状況において理解し意見交換ができる

Superior-Advanced 正確な文法で文書を作成し専門的な会話が可能

CELLAのレベルシステムは4週間単位で構成されており、毎月の定期校内試
験の試験結果により、レベルが変動します。

グループ選択科目一覧
Native English

JOB English

♦︎スペシャルクラス：

Survival English

TOEIC Listening

基礎的な英語で多様な状況で対応できる訓練をします。

TOEICのリスニングパートのスコアUPを目指します。

ユニキャンパスで開講されるPOWER SPEAKING
以外の全コースは17:15～18:00の時間帯に希
望者のみ追加料金なくグループ授業を提供して
います。（語彙、映画、音楽など）

Grammar

Devate

♦︎ボキャブラリーテスト：

文法構造をを学び自然に使えるよう練習します。

多様なテーマで自分の意見を表現できるよう練習します。

Conversational Skills

Media Class

多様なトピックで基本会話のスキルアップを図ります。

CNN, TED, 映画, 音楽を用いて各々の表現を学びます。

Pronunciation

ユニキャンパスでは希望される全ての方に朝、
ボキャブラリーテストが行われています。現地払
の保証金が必要ですが欠席等がなければ返金
され、さらに100%出席や優秀な成績をおさめた
方には賞品があります。

※時期・希望生徒の不足によってはDevate, Media Class等、

ネィティブ講師からアメリカ式文法と様々な表現を学びます。 海外で就職活動する、仕事をする時に必要な表現を学びます。

単語から文章まで自然に発音できるよう反復練習を行います。

開講されないものもあります。

※TOEICコース以外の生徒でTOEIC Listening
希望者0名の場合、同科目は開講されない。

POWER SPEAKING4コース（CELLAで一番人気の一般英語コース）
授業内容とコマ数 ※１コマ45分
①マンツーマン 講師1名：生徒1名
4コマ（G&W ・R ・L ・S)

②小グループ授業 講師1名：生徒最大6名
4コマ（豊富なグループ授業科目群より）

③日中の自習
2コマ（任意）
※G&W=文法&筆記 R=読解 L=聞き取り S=会話
受講可能レベル：いずれのレベルでも受講可能

当コースの1日のスケジュール

■コースのご紹介
ESLとはEnglish as a Second Language の略で英語を母国語としていない人にとっての英
語教育のことで、世界中の英語学校で最も多くの留学生が受講されるコースです。バラン
スよく学びたいという方にオススメなのがこちらの『POWER SPEAKING4』。英語ビギナーか
ら上級者まで対応しており、マンツーマン授業では英文法&英文書き取りに英文読解、英
語聞き取り、英会話と英語能力をバランスよく伸ばすことができ、且つ、マンツーマンで授
業では英会話x2コマ＋英語聞き取りx2コマというように、ご要望次第でフレキシブルに授
業をカスマイズ依頼することが可能です。1日の授業時間は8コマ、それに日中の自習2コ
マを加えると、1日10コマ（1コマ45分）勉強することができます。又、当コースがCELLA校の
コース中、最もグループ授業のコマ数が多いことから、中長期でじっくり学びたい方、豊富
なグループ授業を選択しながら受けていきたいという方にも最適です。基礎英語を本コー
スで学び、レベルアップ後TOEIC、IELTS、ビジネス等の他コースに変更することもできま
す。
■私はこのコースを受講しました！
■当コース受講生より一言！

07:00 - 07:50

朝食

08:00 - 08:45

マンツーマン：筆記&文法

08:50 - 09:35

グループ：NATIVE

09:40 - 10:25

自習（任意）

10:30 - 11:15

グループ：発音

11:20 - 12:05

マンツーマン：会話スキル向上

12:05 - 13:05

昼食

13:05 - 13:50

マンツーマン：会話&リスニング

13:55 - 14:40

自習（任意）

14:45 - 15:30

マンツーマン：会話スキル向上

15:35 – 16:20

グループ：文法

16:25 - 17:10

グループ：サバイバル英語

科目

入学時点数

1ヵ月後点数

差分

17:15 - 18:00

自由時間

会話

20

30

△ 10

18:00 - 19:00

夕食

聞き取り

45

45

△0

文法&筆記

30

55

△ 25

読解

40

55

△ 15

※空きコマ以降は門限時刻まで外出可。
寮ビル内のジム等もぜひご活用ください。

私がこのコースを選んだのは、マンツーマン授
業も魅力的でしたが、12週間という自身の留学
期間から、マンツーマンだけでなく、グループ授
業も通じて外国人生徒たちと積極的にコミュニ
ケーションをとってみたいと思ったからです！

■欧米ネィティブ講師のグループ授業風景

日本人生徒 アヤカ 様：受講期間 5週間
以下はアヤカ様の入学時と４週間後の校内テストスコア比較です！

POWER SPEAKING5コース（2019年から開講の一般英語コース）
授業内容とコマ数 ※１コマ45分
①マンツーマン 講師1名：生徒1名
5コマ（G&W ・R ・L ・S)

②小グループ授業 講師1名：生徒最大6名
3コマ（豊富なグループ授業科目群より）

③日中の自習
2コマ（任意）
※G&W=文法&筆記 R=読解 L=聞き取り S=会話
受講可能レベル：いずれのレベルでも受講可能

当コースの1日のスケジュール
07:00 - 07:50

朝食

08:00 - 08:45

マンツーマン：筆記&文法

08:50 - 09:35

グループ：NATIVE

09:40 - 10:25

自習（任意）

10:30 - 11:15

グループ：発音

11:20 - 12:05

マンツーマン：会話スキル向上

12:05 - 13:05

昼食

13:05 - 13:50

マンツーマン：会話&リスニング

13:55 - 14:40

自習（任意）

14:45 - 15:30

マンツーマン：会話スキル向上

15:35 – 16:20

グループ：文法

16:25 - 17:10

マンツーマン：会話スキル向上

17:15 - 18:00

自由時間

18:00 - 19:00

夕食

※夕食 or 空きコマ以降は門限時刻まで外出可。
寮ビル内のジム等もぜひご活用ください。

■コースのご紹介
ESLとはEnglish as a Second Language の略で英語を母国語としていない人にとっての英
語教育のことで、世界中の英語学校で最も多くの留学生が受講されるコースです。生徒様
の要望によって実現したこのコースは、マンツーマン授業５コマとグループ授業３コマで構
成されています。マンツーマン授業の中で自分自身のペースで弱点と向き合い、自分の強
化したいスキルの強化を進めながら少人数グループでは自身の目的にあった科目を選び、
他の生徒と刺激し合いながら学ぶことができます。マンツーマン授業で学んだことを少人
数グループで実践として使うことで自信に繋がります。
特に中長期滞在する方にバランスのとれたこのコースはオススメです。
基礎英語を本コースで学び、レベルアップ後TOEIC、IELTS、ビジネス等の他コースへ現地
入学後、気軽に変更できることもCELLA校の強みのひとつです。
■私はこのコースを受講しました！
韓国人生徒 Summer 様：
受講コース Power Speaking5/8週+ACE 4週

１ヶ月目のテスト結果ではもっとも成績が
上がった生徒に贈られるMOST IMPROVE
LEVEL STUDENTに選ばれました！！

■十分な座席数の快適な自習室：

POWER SPEAKING6コース（日本人生徒様から人気の一般英語コース）
授業内容とコマ数 ※１コマ45分
①マンツーマン 講師1名：生徒1名
6コマ（G&W・R・L・Sの分野を計6コマ)

②小グループ授業 講師1名：生徒最大6名
2コマ（豊富なグループ授業科目群より）

③日中の自習
2コマ（任意）
※G&W=文法&筆記 R=読解 L=聞き取り S=会話

■コースのご紹介
ESLとはEnglish as a Second Language の略で英語を母国語としていない人にとっての英
語教育のことで、世界中の英語学校で最も多くの留学生が受講されるコースです。当校で
最も人気の高いコースがこちらの『POWER SPEAKING6』。英語ビギナーから上級者まで
対応しており、マンツーマン授業では英文法&英文書き取りに英文読解、英語聞き取り、英
会話と英語能力をバランスよく伸ばすことができ、且つ、マンツーマンで授業では英会話x2
コマ＋英語聞き取りx2コマ＋英文読解x2コマというように、ご要望次第でフレキシブルに授
業をカスマイズ依頼することが可能です。1日の授業時間は8コマ、それに日中の自習2コ
マを加えると、1日10コマ（1コマ45分）勉強することができます。又、当コースはCELLA校の
コース中、日本人生徒様から人気が高いコースで、“マンツーマン授業も多めでグループ
授業もそれなりにとってみたい”方に最適です。基礎英語を本コースで学び、レベルアップ
後、TOEIC、IELTS、ビジネス等の他コースに変更することもできます。

受講可能レベル：いずれのレベルでも受講可能

■私はこのコースを受講しました！
当コースの1日のスケジュール
07:00 - 07:50

朝食

08:00 - 08:45

マンツーマン：筆記&文法

08:50 - 09:35

グループ：NATIVE

09:40 - 10:25

自習（任意）

10:30 - 11:15

グループ：発音

11:20 - 12:05

マンツーマン：会話スキル向上

12:05 - 13:05

昼食

13:05 - 13:50

マンツーマン：会話&リスニング

13:55 - 14:40

自習（任意）

14:45 - 15:30

マンツーマン：会話スキル向上

15:35 – 16:20

マンツーマン：読解＆語彙

16:25 - 17:10

マンツーマン：会話スキル向上

17:15 - 18:00

自由時間

18:00 - 19:00

夕食

※空きコマ以降は門限時刻まで外出可。
寮ビル内のジム等もぜひご活用ください。
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■個性豊かで楽しい講師陣！

■敷地内のカフェで楽しいひととき
学校とプレミアム校舎の寮はとても清潔感があり
綺麗でした。部屋はソファやテレビが付いていて普
通のホテルと変わらないほどに充実していました。
敷地内にカフェがあったことでよく友人達と雑談を
したり、 勉強したりと留学ライフを楽しんでいまし
た。グループクラスでは生徒全員に答えを求める
ようなディスカッションが多く、英語が苦手な人でも
先生がフォローしながら進めてくれるので、英語で
答えることが次第に楽しくなっていきます。

POWER SPEAKING7コース（短期集中派から人気の一般英語コース）
授業内容とコマ数 ※１コマ45分
①マンツーマン 講師1名：生徒1名
7コマ（G&W・R・L・Sの分野を計7コマ)
②小グループ授業 講師1名：生徒最大6名
2コマ（豊富なグループ授業科目群より）
③日中の自習
1コマ（任意）
※G&W=文法&筆記 R=読解 L=聞き取り S=会話

受講可能レベル：いずれのレベルでも受講可能

当コースの1日のスケジュール

■コースのご紹介
ESLとはEnglish as a Second Language の略で英語を母国語としていない人にとっての英
語教育のことで、世界中の英語学校で最も多くの留学生が受講されるコースです。当校で
最も授業時間が多いコースがこちらの『POWER SPEAKING７』。英語ビギナーから上級者
まで対応しており、マンツーマン授業では英文法&英文書き取りに英文読解、英語聞き取
り、英会話と英語能力をバランスよく伸ばすことができます。当コースはマンツーマン授業
の割合を極力多くされたい・留学が短期間間なためスパルタ志向ではないが夕方までに
出来るだけ多くの授業を受講したい、というニーズをお持ちの方から人気です。マンツーマ
ン授業では各分野をご要望次第でフレキシブルに授業をカスマイズ依頼することが可能で
す。1日の授業時間は自習時間を含めて１０コマ、グループ授業もきちんと2コマ組み込ま
れています。

■私はこのコースを受講しました！

■S.H様の入学時と8週間後のテストスコア比較

07:00 - 07:50

朝食

08:00 - 08:45

マンツーマン：筆記&文法

08:50 - 09:35

グループ：NATIVE

会話

15

30

35

△ 20

09:40 - 10:25

マンツーマン：会話&リスニング

聞き取り

15

25

25

△ 10

10:30 - 11:15

グループ：発音

文法&筆記

25

30

35

△ 10

11:20 - 12:05

マンツーマン：会話スキル向上

読解

30

30

45

△ 15

12:05 - 13:05

昼食

13:05 - 13:50

マンツーマン：会話&リスニング

13:55 - 14:40

自習（任意）

14:45 - 15:30

マンツーマン：筆記&文法

15:35 – 16:20

マンツーマン：読解＆語彙

16:25 - 17:10

マンツーマン：会話スキル向上

17:15 - 18:00

自由時間

18:00 - 19:00

夕食

※空きコマ以降は門限時刻まで外出可。
寮ビル内のジム等もぜひご活用ください。

科目

入学時点数 4週間後点数 8週間後点数

差分

■その他、当コース受講生徒様からの体験談

日本人生徒 SH 様：受講期間 8週

■S H様より一言！
マンツーマン授業が多く、丁寧にわかりやすく
説明してくれました。他人の目を気にすること
なく英語を話すことにトライできたので、これ
以上の好環境は他にないと思いました！将来
は東南アジアでの就職を視野に入れていま
す。

私の受けたパワースピーキング７はマンツー
マンだけでも７コマあるハードで濃密なコース
でした。マンツーマンレッスンなのでわからな
いところはすぐに先生に聞けましたし、自分の
レベルにあった授業を45分間受講できるため、
英語力の向上にはもってこいでした。
先生もクリアに発音してくれましたし、どの先
生も優しく、自分の希望に沿った授業を展開し
て頂き、しっかり自分の間違いを訂正してくれ
たため、CELLAを選んで本当に良かったです。

TOEIC準備コース
授業内容とコマ数 ※１コマ45分
①マンツーマン 講師1名：生徒1名
4コマ(TOEIC R・TOEIC W・
ESL L ・ESL S)
②小グループ授業 講師1名：生徒最大6名
4コマ（TOEIC各パート）
③日中の自習
２コマ（任意）
④スペシャルクラス
1コマ（希望者のみ要申請）

■コースのご紹介
TOEICは、Test of English for International Communication の略で、「国際コミュニケーション
のための英語力測定試験」のことで、外資系企業のみならず様々な企業が採用基準の一つ
としてスコアを求めているところも多く見られます。TOEICでより高いスコアを取るためにTOEIC
テスト形式に準じた２コマのマンツーマンクラスと４コマのグループクラスから成ります。ま
た、一般英語コース内容として会話、リスニングが計２コマあることから、通常英語のコミュニ
ケーション能力も同時に伸ばすことができます。４コマのグループは全てTOEICの各パートで
あるパート１、２と３、４に分けた学習が行われ、どちらのクラスでも始めに模擬テストを行
い、同試験に慣れて頂きます。又、グループの利点を生かしてクラスメートとのディスカッショ
ンも行い、それぞれの疑問を解消したり弱点を明らかにすることができます。本コースを受
講頂く
ことで、TOEICの問題の解き方のコツを身につけて本番に備えることができます。
■私はこのコースを受講しました！
■無料でもう１クラス受講できる！
スペシャルクラスは一般英語コース以外のコー
ス受講者で且つ希望の方のみが月曜～木曜間
無料で受けられるクラスです。夕食の前にこのク
ラスを受講されると最大で１日９コマの授業を受
けることができます。映画鑑賞、ゲーム、エッセ
イ作成、音楽鑑賞等、通常のクラスよりも少しリ
ラックスした内容も交えた授業になっています。

受講可能レベル：いずれのレベルでも受講可能

当コースの1日のスケジュール例
07:00 - 07:50

朝食

08:00 - 08:45

マンツーマン：ライティング（TOEIC）

08:50 - 09:35

マンツーマン：リーディング（TOEIC）

09:40 - 10:25

自習（任意）

10:30 - 11:15

グループ：TOEICスピーキング

11:20 - 12:05

グループ：TOEICスピーキング

12:05 - 13:05

昼食

13:05 - 13:50

マンツーマン：スピーキング&リスニング

13:55 - 14:40

自習（任意）

14:45 - 15:30

マンツーマン：会話スキル向上

15:35 – 16:20

グループ：TOEICリスニング

16:25 - 17:10

グループ：TOEICリスニング

17:15 - 18:00

スペシャルクラス

18:00 - 19:00

夕食

■静かな自習室で勉強に集中できます
日本人生徒 YH 様：受講期間 ８週

■当コース受講生より一言！
パワースピーキングコースを4週間受講した後
のTOEICコースでしたが、この選択は私にとって
正解でした、一般英語で英語学習に慣れてから
集中してTOEICと向き合えました。授業では毎日
繰り返しTOEICの問題を解き、答え合わせをして、
理解出来なかった箇所を徹底して解説してもらう
ことで弱点攻略へとつながりました。授業後はそ
の日の内容について復習していると、あっという
間に1日が終わってしまいます。予想以上の
充実した留学生活を送ることができました！

TOEIC一般コース
授業内容とコマ数 ※１コマ45分
①マンツーマン 講師1名：生徒1名
4コマ(文法＆語彙・TOEIC S・
L part1-4 ・R part5-7)
②小グループ授業 講師1名：生徒最大6名
4コマ（TOEIC S・L /
MOCK TEST CHECKING）
③日中の自習
２コマ（任意）
④スペシャルクラス
1コマ（希望者のみ要申請）
受講可能レベル：いずれのレベルでも受講可能

当コースの1日のスケジュール例
07:00 - 07:50

朝食

08:00 - 08:45

マンツーマン：文法&語彙（TOEIC）

08:50 - 09:35

マンツーマン：リーディング（TOEIC）

09:40 - 10:25

グループ：TOEICリスニング

10:30 - 11:15

マンツーマン：スピーキング(TOEIC)

11:20 - 12:05

自習（任意）

12:05 - 13:05

昼食

13:05 - 13:50

自習（任意）

13:55 - 14:40

マンツーマン：リスニング(TOEIC)

14:45 - 15:30

グループ：モックテスト(TOEIC）

15:35 – 16:20

グループ：答えあわせ(TOEIC)

16:25 - 17:10

グループ：スピーキング(TOEIC)

17:15 - 18:00

スペシャルクラス

18:00 - 19:00

夕食

■コースのご紹介
TOEICは、Test of English for International Communication の略で、「国際コミュニケーション
のための英語力測定試験」のことで、外資系企業のみならず様々な企業が採用基準の一
つとしてスコアを求めているところも多く見られます。多くの生徒様のご要望からできた本
コースは、４コマのグループ授業と４コマのマンツーマン授業があり、授業の全てがTOEIC
の内容を学びます。目標点数がある方や、短期間にスコアアップを目指す方におすすめで
す。 グループクラスでは模擬テストが毎日行われ、次のコマでその答え合わせを行いま
す。毎日繰り返し行うことで同試験にも慣れていくことは間違いなく、本コースを受講頂く
と、TOEICの問題の解き方のコツを身につけて本番に備えることができます。
■選び抜かれたTOEIC講師陣
◀︎ Jocelyn
CELLAでTOEICを教える先生は最低で
もTOEIC授業を１年以上指導経験が
ある方のみです。ただ経験があるだ
けでなく彼らの将来性、英語指導に
対する自信、そしてTOEIC受講者をス
キルアップへと導く決意をもった人た
ちが選ばれTOEICトレーニングを受け
ます。ヘッドティーチャーを含む管理
職のメンバーにより選抜された方の
みがTOEIC担当講師となれるのです。

勤続年数7年
Major：Bachelor of secondary education major in
English
Subject : IELTS,TOEIC

TOEIC講師
Beau ▶
勤続年数約2年
Major: Bachelor of science in nursing
Achievement : Best teacher/Top in TOEIC test
Subject: TOEIC, IELTS
Experience to teach for 8years

■私はこのコースを受講しました！
C様：受講期間 Power Speaking4/4週+TOEIC８週

ある程度英語に慣れてからTOEICコースに移行しま
したが、難しくもやりがいがあり毎日英語漬けの日々
です。授業では、TOEICテストの特徴や時間配分、
問題を解くときのキーワードやコツを学ぶことができ
ます。何度も問題を解く練習を繰り返すことでTOEIC
に慣れていくことができました。授業は私にとって、と
てもハードですが、わからないことがあれば先生が優
しく教えてくれるので、一つ一つの授業が身になって
いると実感することができます。

IELTS準備コース
授業内容とコマ数 ※１コマ45分
①マンツーマン 講師1名：生徒1名
4コマ(IELTS W・IELTS R・
ESL L・ESL S)
②小グループ授業 講師1名：生徒最大6名
4コマ（IELTS L・IELTS S）
③日中の自習
2コマ（任意）
④スペシャルクラス
1コマ（希望者のみ要申請）

■コースのご紹介
IELTSは、International English Language Testing System の略で、海外での進学や就職ま
たは移住する際に自身の持つ英語力を証明すことのできる資格です。イギリス・オーストラ
リア・カナダ・ニュージーランドのほぼ全ての高等教育機関で認められており、アメリカでも
TOEFLに代わる試験として入学審査の際に採用する教育機関が多く、英語力証明のグ
ローバルスタンダードテストとして世界中で受験者が増え続けています。
このコースはIELTS試験に初めて挑戦する方に適しており、試験対策と一般英語を同時に
学習することで試験対策だけでなく日常会話のスキルアップも期待できます。実践的な
IELTSの問題を解き、それに応じた解説、また解き方のコツなどを学びます。例えばWriting
では生徒の解答をその場ですぐに添削してくれ、文法的なミスはもちろん、点数の取れる
表現を教授してくれます。
■私はこのコースを受講しました！

■IELTSはセブでも受験可能！
セブにもIELTSの公式試験会場があり、CELLA
のキャンパスからタクシーで１０−２０分で行くこと
ができます。同公式試験のお申込みにつきまし
ても、CELLA校のスタッフがサポートしますので、
安心です！

受講可能レベル：いずれのレベルでも受講可能

当コースの1日のスケジュール例

日本人生徒 HR 様：受講期間 ８週

■当コース受講生より一言！
今回私にとって３度目となるCELLA滞在ではIELTS
準備コースを選択しました。真面目に勉強をし続
けられない私にも、冗談を交えつつ楽しく勉強が
できる空間を演出して下さる先生方ばかりでし
た。リーディング・ライティングが特に苦手な私に
対して、根気よく丁寧に、且つ上手に集中力を持
続させてくれる様に生徒に向き合って下さいまし
た。私の選択したIELTS 準備コースは一般英語の
の授業も数時間あるので、良い気分転換の時間
になりました。

■講師陣と

IELTS応用/IELTS点数保証コース
授業内容とコマ数 ※１コマ45分

※G&W=文法&筆記 R=読解 L=聞き取り S=会話

■コースのご紹介
IELTSは、International English Language Testing System の略で、海外での進学や就職ま
たは移住する際に自身の持つ英語力を証明すことのできる資格です。イギリス・オーストラ
リア・カナダ・ニュージーランドのほぼ全ての高等教育機関で認められており、アメリカでも
TOEFLに代わる試験として入学審査の際に採用する教育機関が多く、英語力証明のグ
ローバルスタンダードテストとして世界中で受験者が増え続けています。
この応用コースと点数保証コースは何度かIELTS試験を受験した経験のある方や、具体的
な目標とするスコアをお持ちの方に適しています。マンツーマンの６コマで同試験の全
パートをしっかりと学び、模擬テストで実践的な問題を解き、それに応じた解説、また解き
方のコツなどを学ぶことができます。カリキュラム内容は同じですが、点数保証コースでは
今お持ちのスコアに応じて目標点数を定めることができます。１２週間学習し目標点数に
届かなかった場合には、目標点数達成まで授業料無料で受講ができます。

当コースの1日のスケジュール例

■私はこのコースを受講しました！

①マンツーマン 講師1名：生徒1名
６コマ(IELTS W/R/L/S・模擬テスト・添削)

②小グループ授業 講師1名：生徒最大6名
２コマ（豊富なグループ授業科目群より）
③日中の自習
２コマ（任意/強制）
④スペシャルクラス
1コマ（希望者のみ要申請）

■各コースの条件
IELTS応用コース
・学業期間 -４週以上
・受講可能レベル -すべてのレベル

IELTS点数保証コース

ベトナム人生徒 TB 様：受講期間 ８週

■当コース受講生より一言！

※空きコマ以降は門限時刻まで外出可。
寮ビル内のジム等もぜひご活用ください。

先生はIELTSのリスニング資料に加え、頻出の英
語表現や勉強になる英語の映画なども用意して
教えてくれました。自習時間に映画を観ることは
リフレッシュになるだけでなく、その表現を使う
シュチュエーション、正しい発音がわかりますし
自然と前後の会話にもしっかりと耳を傾けるので
プラスアルファの効果がありました。CELLA の講
師陣はみな生徒の勉強意欲を刺激するのがうま
いです。ここで勉強できたこと、彼らの生徒でい
られたことを幸せに思います。

・学業期間- １２週
（開始から１０週目に無料で公式試験受験可能）
・受講可能レベル コース開始時点
-目標点数 IELTS 5.5 : 4.5以上/Intermediate以上
-目標点数 IELTS 6.0 : 5.0以上
-目標点数 IELTS 6.5 : 6.0以上
・保証条件
-AcademicまたはGeneralから選択します。
（一度決めたモジュールを変えることは
できません。）
-出席率100%
-各IELTS模擬試験の受験
-1日２コマの強制自習
-CELLAの定める規則を違反しないこと。

TESOLコース
授業内容とコマ数 ※１コマ45分
①２：８ 講師最大２名：生徒最大８名
６コマ（クラスマネージメント・L/S/W/R
・言語分析・言語指導・デモクラス）
②E-LEARNING 講師最大2名：生徒最大8名
2コマ（テキスト・ビデオ・クイズ・課題）
③日中の自習
２コマ（任意）
④スペシャルクラス
1コマ（希望者のみ要申請）
受講可能レベル:
TOEIC700点以上または同等＆電話インタビュー
学習期間: 4週間（開始指定日あり）
修了条件: 出席率98%以上＋授業参加姿勢と実習評価

■コースのご紹介
TESOLとはTeaching English to Speakers of Other Languagesの略で、英語を母国語としな
い人方へ英語をどのように教えるか、という英語教授法を学びます。TESOLの機関として
世界的に有名なIHシドニーのカリキュラムをもとに構成されており、このコースを修了さ
れた方には、資格習得の証明としてカナダの大学より修了証が発行されます。どうやっ
て生徒に授業に参加してもらうか、どのようにしたら解りやすいか等、相手の行動を読む
必要も出てくるので、英語を単純に学ぶというだけではないのもコースの特徴です。時
には先生と立場を逆転して生徒役の先生に対して授業を行います。自分が今までに受
けていた英語の授業を違った視点から見ることも出来ます。又、希望者にはコース修了
後にセブにある大学にて実際にご自身の計画した授業を行うことができるオプションも
あります（追加料金要）。本コースは一見英語の先生を目指す方の為のコースの様に思
われますが、一般英語をある程度マスターした方が受講されることも珍しくありません。
■コンコルディア大学からの修了証

■私はこのコースを受講しました！

当コースの1日のスケジュール例
07:00 - 07:50

朝食

08:00 - 08:45

最大２：８ 一般英語＆デモクラス

08:50 - 09:35

最大２：８ 一般英語＆デモクラス

09:40 - 10:25

自習（任意）

10:30 - 11:15

最大２：８ 一般英語＆デモクラス

11:20 - 12:05

最大２：８ クラスマネージメント＆言語分析

12:05 - 13:05

昼食

13:05 - 13:50

最大２：８ クラスマネージメント＆言語分析

13:55 - 14:40

自習（任意）

14:45 - 15:30

最大２：８ クラスマネージメント＆言語分析

15:35 – 16:20

最大２：８ E-LEARNING

16:25 - 17:10

最大２：８ E-LEARNING

17:15 - 18:00

スペシャルクラス

18:00 - 19:00

夕食

Angel T aylor
the D iploma of

T ranslation and I nterpretation
1st

D ecember 2014

日本人生徒

■大学での実習オプション

Y様：受講期間４週＋実習

■当コース受講生より一言！
留学するのであれば、資格・証明書として形
に残るものを取得した方が意義があると考え
TESOLを受けました。また、近い将来、日本の
教育現場でも、英語の授業を英語で行う時代
が間違いなく来るので、その際に自分の指針
となる指導方法を身に着けておきたい、という
のも今回TESOLを受講した理由です。
CELLAのTESOLの教師陣は、豊富な知識と熱
意があり、教授法だけでなく教師としての
姿勢も学ぶことができました。

ACEコース
授業内容とコマ数 ※１コマ45分
①マンツーマン 講師1名：生徒1名
４コマ（面接・小論文作成・
L/S/W/R）
②グループ 講師１名：生徒最大6名
４コマ(グループ授業科目群より１コマ
ディスカッション・パネルインタビュー・JOB)
③日中の自習
２コマ（任意）
④スペシャルクラス
1コマ（希望者のみ要申請）

■コースのご紹介
ACEとはAirline Cabin Crewの略で多くの語学学校があるフィリピンでも唯一の客室乗務員
を目指す方のための採用試験対策コースです。多くの航空会社の採用試験でみられる
パネルインタビュー、個人面接、グループディスカッション、小論文作成の対策だけでなく、
実際に採用されてから業務上で必要となる機内アナウンスの練習は本番さながらに急に
原稿を渡されてもスムーズに、正しい発音でアナウンスできることを目指します。また英語
のみでなく、身だしなみや歩き方なども重要な職業であり、週に１度は少しフォーマルな服
装でデモインタビューに臨み確認します。※ややフォーマルな服装は各自用意要
講師は実際に航空会社の客室乗務員のレッスン指導者からの指導を受けているので
安心です。客室乗務員は多くの女性の憧れの職業ですが、生徒さんの中には時折男性も
見受けられます。
■私はこのコースを受講しました！

※G&W=文法&筆記 R=読解 L=聞き取り S=会話

JAL
ブリティッシュエアウェイズ
ハイナンエア
JINエアー
大韓航空
セブパシフィック など

受講可能レベル:TOEIC600点以上または同等
学習期間: 4週間・8週間・12週間

当コースの1日のスケジュール例
07:00 - 07:50

朝食

08:00 - 08:45

マンツーマン：会話&リスニング

08:50 - 09:35

マンツーマン：会話スキル向上

09:40 - 10:25

自習（任意）

10:30 - 11:15

マンツーマン 小論文作成

11:20 - 12:05

マンツーマン 面接対策

12:05 - 13:05

昼食

13:05 - 13:50

グループ ディスカッション（ACE）

13:55 - 14:40

グループ ディスカッション（ACE）

14:45 - 15:30

グループ JOB

15:35 – 16:20

自習（任意）

16:25 - 17:10

グループ ネイティブ

17:15 - 18:00

スペシャルクラス

18:00 - 19:00

夕食

■卒業後就職実績例

日本人生徒 O・M様：受講期間 ８週

■当コース受講生より一言！
今まできちんと英語を勉強してこなかったことに後
悔していたところからの留学、自分のニーズにぴっ
たりと合ったコースに出会えたことはラッキーでした。
また優秀な先生や勉強に集中することができる環
境が用意されています。授業以外でも国籍の異な
る友達と過ごすことでコミュニケーション力もつき間
違いを恐れずに積極的に話せるようになりました。

■客室乗務員を目指す専門学校生たち
も当校で学びました！

BUSINESSコース
授業内容とコマ数 ※１コマ45分
①マンツーマン 講師1名：生徒1名
4コマ(電話・E-MAIL・会議・ビジネス専門用語)
②小グループ授業 講師1名：生徒最大6名
4コマ（ネイティブ講師によるプレゼンテーション・発音・CNNリ
スニング）
③日中の自習
２コマ（任意）
受講可能レベル：Pre-Intermediate またはそれ以上
プレミアムキャンパスにて開講

当コースの1日のスケジュール例
朝食
07:00 - 07:50
08:00 - 08:45

マンツーマン︓ビジネス専⾨用語

08:50 - 09:35

マンツーマン︓E-MAIL

09:40 - 10:25

グループ︓プレゼンテーション

10:30 - 11:15

グループ︓プレゼンテーション

11:20 - 12:05

自習（任意）

12:05 - 13:05

昼⾷

13:05 - 13:50

マンツーマン︓会議

13:55 - 14:40

マンツーマン︓電話

14:45 - 15:30

グループ︓発音

15:35 – 16:20

自習（任意）

16:25 - 17:10

グループ︓CNNリスニング

17:15 - 18:00

自由時間

18:00 - 19:00

⼣⾷

■コースのご紹介
ビジネスコースは現代のグローバルなビジネス環境で活用できる英語を学ぶための
コースです。電話やメール、ミーティングやプレゼンテーションに至るまで、ビジネス
におけるあらゆる状況に応じて役立つさまざまな英語テクニックを学びます。
ビジネス状況で必須の語彙を増やしながら、 実際のビジネスシーンにて起こり得る
インタビューからリアルな状況を学び、 より正確な英語を使えるように勉強します 。
また英文ビジネスメールをすばやく、効率的に正確に書けるよう訓練します。さらに
プレゼンテーション作成やミーティング参加、交渉、社会的状況での電話でのビジネ
スコミュニケーションスキルを学べる本コースは、幅広いビジネス状況における英語
能力を高め、又、キャリアアップにも役立つことでしょう。
本コースを教える講師陣は、講師歴も長い２名が担当します。英語学習者の弱点を
見出し、自信を持って説得力ある英語で自身の意見を発言できるように指導します。
※本コースは4週間のみで毎週入校可

■OXFORDのテキスト
ビジネスシーンで実用的に使用できる英会話、英語をカバーし
ているだけでなく、写真やグラフを豊富に使っていて飽きること
なく学習できる工夫がされています。実生活で使える内容に焦
点が置かれているため、実際に使用するシーンを自分で思い
浮かべながら学習することができます。

■ヘッドティーチャー

■ネイティブ講師
ヘッドティーチャーを
務めるのはTOP10講師の
常連でもあるPRINCESS。以
前は客室乗務員コースのヘッ
ドティーチャーも務めた実力も
あり、生徒からの人気も高い
講師です。常に任されたコース
に精通する努力を怠りません。

ビジネスコースのために開講されたプ
レゼンテーションのグループ授業はネ
イティブ講師のPATRICKが担当し
ます。２０年以上の英語講師歴を
持つ彼はビジネスコースに適任です。
ネイティブの使う言い回しを用いて
説得力のあるプレゼンテーション力を
身につける事が出来ます。

FAMILYコース
授業内容とコマ数 ※１コマ45分
■ジュニアコース
■保護者コース
①マンツーマン 講師1名：生徒1名
６コマ(L/S/W/R)

①マンツーマン 講師1名：生徒1名
4コマ(L/S/W/R)

当コースの1日のスケジュール例
朝食

07:00 - 07:50

朝食

08:00 - 08:45

マンツーマン：会話&リスニング

08:00 - 08:45

マンツーマン：会話&リスニング

08:50 - 09:35

マンツーマン：会話スキル向上

08:50 - 09:35

マンツーマン：会話スキル向上

09:40 - 10:25

マンツーマン：会話&リスニング

09:40 - 10:25

マンツーマン：会話スキル向上

10:30 - 11:15

マンツーマン：読解＆語彙

10:30 - 11:15

マンツーマン：筆記&文法

マンツーマン：会話スキル向上

自由時間

11:20 - 12:05

11:20 - 12:05
12:05 - 13:05

昼食

12:05 - 13:05

昼食

13:05 - 18:00

自由時間

13:05 - 13:50

マンツーマン：文法

18:00 - 19:00

夕食

13:55 - 18:00

自由時間

18:00 - 19:00

夕食

07:00 - 07:50

※W=筆記 R=読解 L=聞き取り S=会話

受講可能レベル：いずれのレベルでも受講可能
受講可能キャンパス：プレミアムキャンパス
受講期間：４週間以上（1、2、3、7、8、9月以外は4週間未満でも空き状況により受入可）
キッチンツール貸し出し 1,000PESO(デポジット 3000PESO)/4週
ガス １５００PESO/1タンク

■ お子様用キッズルーム

親子留学動画☞

■コースのご紹介
ジュニアコースは3歳から受講可能です。大人と一緒に学習で
きる１６歳から１８歳は一般コースかジュニアコースの何れかを
選んでいただけます。ジュニアコースであっても受講する方の
年齢に応じた内容でアレンジされます。まだ英語を教わること
に慣れていない方には、講師が遊びながら英語に触れていくよ
う教えます。一方、机に向かうのが苦手なお子様には、プレミ
アム校舎内にあるキッズルームで体を動かしながら授業を行う
こともございます。
お子様の中には海外での小学校、中学校入学を目指してジュ
ニアコースで勉強された方もいるほど、幅広い授業レベルに対
応できます。マンツーマンが６コマと十分な時間があることで、
先生とじっくり向き合いながら授業を受けられます。プレミアム
校舎自慢の最新式コンドミニアム寮で安全、且つ快適に過ごせ
るだけでなく、親子留学に限っては有料で寮のキッチンも利用
可能。調理器具一式もレンタルすることが出来るため、お子様
のお食事の心配も当校なら大丈夫。ＷＥＧビザを取得ｊされれ
ば、単独でも１０歳から受講でき、保護者の方に代わり学校ス
タッフが日常生活も含めて管理するため、安心です。

■ レンタルのキッチンツール

https://www.youtube.com/watch?v=PORbnRBgwCI

■ お昼休みは親子揃って

■ マンツーマン授業

FAMILYコースギャラリー
日中

授業後・イベント

👇楽しい定期校内イベント

👆寮2Fのジム全景
👆徒歩2分のスーパーで食材購入
👈寮室内で調理もできる！
👈&👇ママもネイル、
スパマッサージで
リフレッシュ！

週末の過ごし方例

👈最寄りのプール

👆徒歩2分の高級スーパー

EXPRESSER１コース
■コースのご紹介
EXPRESSERコースは「限られた時間を最大限に有効活用」を目的としてお休みが短く且つ限られた留学期間の中で英会話力を最大限
にアップさせたいというご要望をお持ちの主に日本人の方のために作られたコースです。マンツーマン授業が1日９コマ含まれている
カリキュラムは、各々の弱点に合わせた授業でたとえ短い期間でも効率よく勉強することを可能にします。更に人気のネイティブクラス
ではクラスメイトとともに本場のアメリカンアクセントも学ぶことができます。
同コースのスケジュール例
時間

※１対１＝マンツーマン授業
月

形態

08:50 - 09:35

レベルテスト→オリエンテーション

09:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:20 - 12:05

13:55 - 14:40
14:45 - 15:30
15:35 – 16:20

1対1
1対1
グループ
1対1
1対1

昼食

12:05 - 13:05
13:05 - 13:50

形態

朝食

07:00 - 07:50
08:00 - 08:45

1対1
1対1
1対1
1対1

16:25 - 17:10
17:15 - 18:00
18:00 - 19:00

会話＆リスニング
筆記＆文法
会話スキル向上
会話スキル向上
自習もしくは日用品買物時間
自習もしくは日用品買物時間
夕食

1対1
1対1
1対1
1対1
1対1

火-金
朝食
会話＆リスニング
会話スキル向上
ネイティブ
筆記＆文法
読解＆語彙
昼食

会話＆リスニング
筆記＆文法
会話スキル向上
会話スキル向上
読解＆語彙
自習
夕食

形態

1対1
1対1

土
ー
会話＆リスニング
会話スキル向上
ー
週末はブランチ

受講可能レベル：
いずれのレベルでも受講可能
受講可能キャンパス :
両キャンパス

午後１時までにチェックアウト

ポイント１ 授業は月曜の午後から土曜まで
通常コースの初日はレベルテストとオリエンテーション、
そして午後のショッピングで終了ですが、EXPRESSERコースは
ショッピングツアーなしで午後から早速授業が始まり、土曜の
チェックアウトギリギリまで勉強することができます。

ポイント２ １日１０コマ集中して学べる
通常コース（パワースピーキング７）との授業数比較
EXPRESSER1

パワースピーキング
7

９コマ×４日（火-金）＋4コマ（月）
＋２コマ（土）＝４２コマ

７コマ×４日（火-金）
＝２８コマ

グループ

１コマ×４日（火-金）＝４コマ

２コマ×４日（火-金）
＝８コマ

合計授業数

４５分ｘ４６コマ＝２．０７０分
(３４．５時間)

３６コマ＝１,６２０分
（２７時間）

マンツーマン

CELLAの最もマンツーマンの多い通常コースよりも更に多い、
1日に９コマのマンツーマンが入っています。
1週間という短期であるからこそ、グループ授業と足して
合計１０コマというハードな授業数でも集中した勉強が可能に
なっています。

ポイント３ 祝日等でも安心の授業数保証
EXPRESSERの最大の強みは授業数が保証されることです。
特にフィリピンの大型連休である３月末か４月中旬頃のホーリー
ウィーク、８月下旬の連休が多い時期や年末年始は学校も休校
になりますが、本コースは祝日でも決まったスケジュールにて授
業を行ってくれますので安心です。又、月末のテストに留学時期
が重なることで授業がなくなるという、よくある心配も同コースで
は無用です。

EXPRESSER2コース
■コースのご紹介
EXPRESSERコースは「限られた時間を最大限に有効活用」を目的としてお休みが短く且つ限られた留学期間の中で英会話力を最大限
にアップさせたいというご要望をお持ちの主に日本人の方のために作られたコースです。マンツーマン授業が1日９コマ含まれている
カリキュラムは、各々の弱点に合わせた授業でたとえ短い期間でも効率よく勉強することを可能にします。更に人気のネイティブクラス
ではクラスメイトとともに本場のアメリカンアクセントも学ぶことができます。
また基本として１週目に用意されている土曜のクラスも渡航前の事前リクエストで２週目の土曜に移動も可能。
週末に遊ぶこともできる贅沢なコースです。
本コースのスケジュール例
時間

受講可能レベル：いずれのレベルでも受講可能
受講可能キャンパス :両キャンパス

※１対１＝マンツーマン授業
1週目：月（入学初日）
朝食

07:00 - 07:50
08:00 - 08:45
08:50 - 09:35

レベルテスト→オリエンテーション

09:40 - 10:25
10:30 - 11:15
11:20 - 12:05
12:05 - 13:05
13:05 - 13:50
13:55 - 14:40
14:45 - 15:30
15:35 – 16:20
16:25 - 17:10
17:15 - 18:00
18:00 - 19:00

1対1
1対1
1対1
1対1

昼食
会話＆リスニング
筆記＆文法
会話スキル向上
会話スキル向上
自習もしくは日用品買物時間
自習もしくは日用品買物時間
夕食

ポイント１ 月曜初日午後からスタート

通常コースの初日はレベルテストと
オリエンテーション、そして午後のショッピング
で終了ですが、EXPRESSERコースは
ショッピングツアーなしで午後から早速授業が
始まりますので、限られた時間を有効に活用
できます。

1週目：火-金/２週目：月～金
朝食
1対1
会話＆リスニング
1対1
会話スキル向上
グループ
ネイティブ
1対1
筆記＆文法
1対1
読解＆語彙
昼食
1対1
会話＆リスニング
1対1
筆記＆文法
1対1
会話スキル向上
1対1
会話スキル向上
1対1
読解＆語彙
自習
夕食

ポイント２ １日１０コマ集中して学べる

CELLAの最もマンツーマンの多い通常コース
よりも更に多い、1日に９コマのマンツーマンが
入っています。
２週間という短期であるからこそ、グループ
授業と足して合計１０コマというハードな授業
数でも集中した勉強が可能になっています。

1対1
1対1

1週目：土
ー
会話＆リスニング
会話スキル向上
ー
週末はブランチ

ポイント３ 祝日等でも安心の授業数保証
EXPRESSERの最大の強みは授業数が保証される
ことです。
特にフィリピンの大型連休である３月末頃の
ホーリーウィーク、８月下旬の連休が多い時期や
年末年始は学校も休校になりますが、同コースは
祝日でも決まったスケジュールにて授業を行って
くれますので安心です。又、月末のテストに留学
時期が重なることで授業がなくなるという、よくある
心配も同コースでは無用です。

平日一日の流れ
Power Speaking 4コース（マンツーマンx4＋グループx4＋自習）の場合
6:45am

起床

頭を起こすために朝シャワー。広々シャワー
ルームで朝から気分も爽快！

7:20am

朝食

1日の始まり。しっかり食べて今日も一日頑張ろう！

8:00am

授業開始

1コマ45分、100％英語環境で確実にレベルUP
しよう！先生はみんな優しく教えてくれます。

12:05pm

昼食

あっという間に午前中の
授業が終了。他国の学生
と英語でコミュニケーシ
ョンをとって国際交流！

1:05pm

自習時間

キャンパス建物内にあるカフェで食後の
ティータイム。午後も頑張るぞ！

2:45pm

グループ授業

5:15pm

自由時間

ネイティブ講師に発音を
チェックしてもらおう！
（ネイティブ授業など選択） 自分のレベルに合わせて
授業をしてくれます。
復習と宿題はこの時間に！

（授業のない空きコマ）

6:00pm

夕食

今日もお疲れさま。今日1日
を振り返って学んだ英語を
使って楽しく英会話&お食事。

＜夕食後は自由時間＞
寮内のジムで体を動かしても、お部屋でゆっくり休んでも
よし。門限までは外出可能なので金曜日や週末は
近くのレストランで現地の料理を楽しむのもよし。
しっかり睡眠時間をとって、明日も一日頑張りましょう！

CELLA校 ビュッフェミール
しっかり勉強した１日の中で更に楽しみなお食事の時間。
CELLA校は授業・施設だけでなく生徒皆様の健康を考え
豊富なメニューのおいしいお食事をビュッフェスタイルでご提供してい
ます。
さらにプレミアムキャンパス、ユニキャンパスどちらにも無料
のジムをご用意。CELLAで英語力をアップさせつつ、美しい
BODYを手に入れ、新しい自分を見つけましょう！
CELLAでならそんな充実した留学ライフを過ごせるはず！

昼
食

夕
食

朝食

土日祝ブランチ

MEMORY&SUPPORT
MEMORY

きれいな専用車とやさしいスタッフ
が空港に生徒様をお出迎えするの
で安心です！到着日にほぼ全員
が夕食の時間に間に合わないの
で、カップラーメンを無料でご
提供しています！（現地で自己申請要）

滞在中は
LINEでの
サポートも
してます！

SUPPORT
ネット重視派必見！
ポケットWifiを格安
料金でレンタル可。
(回線代別途)

入学初日にSIM
カードと地図を無
料で提供。到着
日には水ボトル
とトイレットペー
パーも無料で
ご提供！

入校初日月曜に学校規則
はもちろん、現地生活での
注意事項等を各国専属
スタッフが母国語で丁寧に
ご説明。講師との外出申請
システム等、講師と生徒間
の関係もきちんと管理！

その他：
ユニキャンパ
スには平日
ナースも常勤。

セブ島主要学校＆CELLA MAP
C2
CELLA ユニキャンパス
CELLAプレミアム
キャンパス

3D
CIA
BAYSIDE(プレミア校舎)
SME Capital

CIJ
QQシーフロント

CG
BAYSIDE(本校舎)

■空港からの車による片道所要時間：
・CELLAプレミアムキャンパス – 約35～45分

・CELLAユニキャンパス – 約40～50分

■両キャンパス間の所要時間は車で片道10～15分

