
～こんな学校がフィリピンにほしかった！
あなたの求める全てがここにはある・・・～

English Fella

English Fella have all for you



English Fella（イングリッシュフェラ）の８つの特徴
セブシティ郊外の緑あふれる場所に位置する超人気校English Fella！

①1日7コマ中、最大6コマのマンツーマンレッスンが受講可：
＝＞7コマ中6コマがマンツーマンの『PIC-6』コースは、入学後追加料金無くTOEIC,IELTS,TOEFL,一般英語+TOEIC or TOEFLへ変更も可。)

②快適な設備（講義棟、寮、プール、ジム、人気のカフェ&売店）＆豊富な個室数：
＝＞個室が多く開放感あふれる広々としたキャンパス内には体育館も保有し、徒歩圏内にはモールやカフェ、マッサージショップ等があり。

※コロナで休校期間中も30名の正社員が勤務し設備メンテナンスを日々欠かさず行ったことで、コロナ前同等かそれ以上の設備レベルを維持

③採用基準が厳しく厳選された専門分野ごとの講師陣：
＝＞講師は発音、文法など分野ごとのスペシャリスト。入社時の講師トレーニングは厳しく、これを突破した講師のみが正社員として採用される。

④豊富なコースラインナップでビジネスマンを含めた中長期の留学にも十分満足：
＝＞TOEIC、TOEFL、IELTSの専門コースのみならず、一般英語＋TOEIC or TOEFLコース、ビジネス英語コースから親子留学コースまでご用意。

⑤ほぼ毎週、学校主催アクティビティを開催&友達づくりもしやすい：
＝＞アイランドホッピング、市内観光、ボランティア、ズンバ教室、球技大会・水泳大会等多くのイベントがあり、充実した留学生活を過ごせます。

⑥日本人正社員が常勤＆コロナ対策含む万全のサポート：
＝＞日本人含む全員がベテラン正社員なため、初めての留学でも安心。万一滞在中コロナ感染してもFella1キャンパスで隔離&オンライン受講可。

⑦日本をこよなく愛するオーナーときめこまやかなおもてなしと高い法人研修の実績：
＝＞新日家なオーナーは、寮の部屋には1人1人専用のクローゼット&引き出し、セーフティーボックス、多くの洋服をかけられるハンガーラックに到着日

には充実のウェルカムセットをご提供等、こまやかさ溢れるサービスから、コロナ前は年間150名様を超える企業研修生徒様も入学されています。

⑧リゾートタイプのFella1と広大な敷地のFella2の2つのキャンパスを保有：
＝＞2022年はメインキャンパスのFella2のみを運営し、Fella1は万一Fella2在学生がコロナ感染した際の隔離&オンライン受講キャンパス。



English Fellaの長所詳細1

■ 研修修了 までに提供される成績管理システム
- 入学時のレベルテスト - Daily Test : 一日の授業した部分についての評価 - Weekly Test : 平日授業した部分についての評価
- Mock Test : 模擬テストを通した 実力評価 - Progressive test : 記述式の学習範囲についての評価
- Monthly test : マークシート式＋筆記の英語テストでレベルを評価

English Fellaの一般英語コースはテストが毎月最終週金曜のように決まった月1度のものではなく、
生徒個々の入学日から4週間おきにテストが行われるため、テストの日程を考えて入学する必要が無く、
正確なタームで御自身のレベル推移を把握できます！
※一般的な英語学校では毎月最終週の金曜日にテストが行われるため、下旬の入校は入学時テスト
を受け、更にすぐ月末テストがくるスケジュールとなり、特に短期留学の方には苦しい日程となります。

■ 専門講師陣と学校運営方針に関して
・ 長期勤続者多数 : コロナ前は4年以上の勤続者 約40%、コロナ後も多数のベテラン講師が休職後に復職
・ 上位約30%講師の特別管理 (特別待遇制度実施)
・ 各科目別の講師別の細分化実施 (学生一人当たり１日 6～8名の講師が 学生を管理)
・ 全員が正社員という自慢の講師陣への手厚い待遇＝高い定着率を実現！

- フィリピン労働局へ準じた 社会保険加入。
- 月, 半期別のインセンティブ適用 （ 半期優秀講師 : 海外旅行提供)
- 福利厚生制度も完備 : 大学院課程, 昼食, 賞与金, 退職金, 贈答品など提供

厳しい採用条件によって選抜されたEnglish Fellaの講師陣は細かい人事管理のシステムに加え、手厚い福利厚生などの
提供を維持, 開発, 管理しているため、講師の退職率が他校よりも低め（＝講師の当たり外れが少ない）と自負しています！

又、オーナーの運営方針のもと、あらゆることに対してコンプライアンスを強く遵守しています。



English Fellaの長所詳細2
■多彩なコースがあるEnglish Fellaは長期留学生に特におススメ！
全部で14種類のコースがあり、英語の伸び具合等により、現地でのコース変更や延長も可能。以下に卒業3名様の留学実例をご紹介！

■24週間滞在 Mさんの場合（滞在中に規則&コース変更）

PIC-4（Fella2）
スパルタ規則

レベル1
8週間

PIC-4（Fella2）
Ｊスパルタ規則

レベル3
8週間

TOEIC フルタイム
（Fella2）

Ｊスパルタ規則
レベル5
8週間

TOEICスコア800点越え！

2か月間のスパルタ規則のお
かげで自分で勉強スタイルを
コントロールできるようになった
ため、生活規則をJスパルタに
変更

基礎英語をPIC-4でばっち
り学び、残りの8週間は
TOEICスコアをアップさせる
ために、TOEICフルタイム
コースに変更

■8週間滞在＋4週間延長 Hさんの場合（滞在中に留学期間を延長）※2018年

ESL-6（Fella1）
レベル2
8週間

ESL-6（Fella1）
レベル4
4週間8週間勉強して、英語が以前よりもス

ムーズに話せるようになってきたし、もっ
と上を目指したいと思うようになってきた
ことから延長を決意。

■12 週間滞在 Mさんの場合（滞在中に予定外のコースへ変更）

PIC-5（Fella2）
レベル2
8週間

ビジネス英語（Fella2）
レベル4
4週間

スパルタ規則で毎日熱心に勉強。
法人研修生徒も受講されていた
ビジネス英語コースに興味をもち変更。

Let’s join us 
and study 
English!



■English Fellaのトレーニングシステムとは
当校にはフィリピン人講師を教育するトレーニングセンターがあります。マンツーマン講師経験を経て、成績優秀かつ人望の厚いフィリピン人講師4名が
現在このポジションに就いています。講師のトレーニング、カリキュラムの改善、もちろん自身の講師としての能力にも日々磨きをかけております。

English Fellaが誇る4名のベテラントレーニング講師陣

【1】新人講師のトレーニング
English Fellaでは毎週土曜日、
月2回、教科部署ごとに出勤し、
トレーニング講師によるトレーニン
グを受けます。講師が毎月受ける
試験の解答とその説明、より良い
指導方法の共有などを行っていま
す。English Fellaは講師の質の
向上に最も力を注いでいます。

【2】試験対策講師の育成
TOEIC、TOEFLそしてIELTSの３
つの試験対策コース。これらの教科
を教える講師は成績がつねに上位
で、トレーニングを受けた者しかなる
ことができません。トレーニング講師は
一般講師の勤務態度や能力を見
極めて、試験対策コース講師になる
人を選び、指導を行っております。

トレーニング講師の主な業務

【3】カリキュラムの改善
英語にも流行がありますし、生徒
さんがどんな学習内容を望んでい
るのかも変わっています。より時代
にマッチした学習環境を提供する
ために、個々のカリキュラムの内容
を見直し、改善、それをすべての
講師に再指導することもトレーニ
ング講師の重要な仕事です。

Rodaｌ（ロダ） Jojo（ジョジョ）Joan（ジョアン）

English Fellaの誇る講師陣と育成システム

Mani(マニ）



徒歩10分圏内に2つのキャンパスを自社保有
両キャンパスとも自ら設計&建築した自社建物なため、全ての造りが語学学校仕様となっています！

Englsh Fella2キャンパスで万一コロナ
感染者が出た場合に備え、English 

Fella1は隔離専用のキャンパス(授業は
オンラインでFella2の実際の授業を
Fella1寮個室から受講）として運用

近距離に自社で２つのキャンパスを保有
しているからこそできる万全の体制！

★両キャンパスの距離は徒歩10分★



Excellent Facility
～すばらしい設備～

■Fella1（現在は隔離専用キャンパス）

■Fella2

リゾート型キャンパス敷地内の寮 講義棟 大型プール ※スライダーは使用禁止

広大なキャンパスの入口付近と講義棟 大型プールを囲む寮大規模な学食

両校舎のキャンパス＆施設内部を http://www.englishfella.com/cyber_tour/ より是非ご覧ください！



Satisfied Campus Life
～充実したキャンパス内での生活～

法人研修生徒様
との月次面談



セブの伝統校English Fella各公式メディア
English Fella校の様子やこれまでの想いあふれる卒業生体験談等をご覧ください！

■English Fella オフィシャルHP：
https://englishfella.com/ja-jp
学校内部が3Dのように見れるサイバースクールなど、おもしろコンテンツがたくさんあり！

■English Fella 日本人ブログ 「English Fella Japan Blog」：
https://fellajapanblog.wordpress.com/
留学体験談をはじめ、セブおすすめレストラン、学校で起こった出来事などをつづっています！

■English Fella YouTube：
YouTubeで「english fella」と検索してください。生徒さんインタビューや、学校のイベントなど多くの
動画がアップされています。日本人生徒様向け公式動画→https://www.youtube.com/watch?v=8wXhUyIwUBk

■English Fella Official Facebook：
Facebook上で「English Fella Educational Corporation」で検索してください。
「イイネ！」をすると、いろんな学校やセブの情報がたくさん手に入ります。

■English Fella Official Instagram：
Instagramで「English Fella」と入力してください。
スタッフがセブで見つけたかわいい写真、学校のカフェテリアメニューなどをご紹介しています。

更に滞在中の生徒様には学校ウェブシステムへのログイン情報を付与し、生徒様個々のマイページからコース変更、
現地での公式試験受験、週末外泊、留学期間延長といった様々な申請を行うことができる体制を完備しています！



English Fella School data

正式名称 English Fella

所在地/住所 フィリピン セブ マクタン空港から車で30~55分のタランバンエリア内
English Fella2 Tigbao brgy Talamban, Cebu city, Phillippines

代表電話 +63-32-343-3871 設立年度 2006

SSP 取得済 TESDA 取得済

講師 全てフィリピン人 学生定員 Fella1=120人, Fella2=220人

講義室数 ※ 29(グループ)/208(1:1) レベル数 9

日本人比率
(2019年数値）

Fella1=20～30% 
Fella2=20～30%

日本人職員 正社員

学校概要（※の数値は両校舎合計）

学校施設 学食、プール、売店、バスケット&バレーボールコート、ジム、卓球台、
自習室（1人1デスク）、カフェ ※Fella1にのみシネマルーム有

学校寮施設 ベッド、エアコン、温水シャワー、机＆椅子、TV、クローゼット、セーフティーBOX

インターネット 共用PC各1台有、WiFi有、SIMカード販売有、レンタルポケットWifi有
(機械代4週間500ペソ、保証金1,500ペソ、回線使用料別途要）

空港送迎 往路無料
復路有料（日本から
予約の方のみ対応可）

洗濯/掃除 無料の洗濯機&洗剤で自身にて / 週2回
※洗濯機は24時間利用可能
※ベッドのシーツは無料で週1回交換

門限 規定ごとに異なる（詳細は規定関連の別シートに記載）

生活環境



規定ごとの門限・自習関連・単語テスト

キャンパス
規定名

Fella2
(Classic)

Fella2
(J-Sparta)

Fella2
(Sparta)

Fella1
(隔離)

門限時刻
(平日日中は
外出不可）

外出規定

外出可能曜日・門限

日～金 22:00
土(深夜) 2:00

水・金・日 22:00 
土(深夜) 2:00

日 22:00
土(深夜) 2:00

隔離なので
毎日外出不可

外出禁止曜日

毎日外出可 月・火・木外出不可 月・火・水・木・金外出不可 毎日外出不可

●生徒様による規定の変更：
入学後、本格Sparta規定で登録済の方が、J-Sparta規定に変更を希望される場合は、入学から4週間受講後、J-Sparta規定に変更す
る事ができます。一方J-Sparta規定からSparta規定へは申請後即日変更可能ですので、日本でお申込の際、本格Sparta規定を選択さ
れる方はこの点をよくご注意のうえご判断願います。但し、日本でお申込の際、どの規定を選択されても現地到着後、1週めに申請を
されれば2週め以降分の規定を変更できます。

●自習室開放時間と強制自習制度：
自習室は24時間開放且つ指定席をご用意。J-Sparta規則の方は月、火、木、Sparta規定の方は

月～金 19:00-21:50が強制自習時間です。
※Classic（所謂ノーマル）を選択された方は上記のとおり毎日外出可で自習も強制されませんが、

J-Spartaを選択される方が多いです。

●単語テスト：
上記強制自習の日は単語テスト(19:40-19:50)も必須となっています。
任意で用紙を好きな日に受け取ってご自身でして頂けます。同テストは3つのレベルに分かれています。 レベル1-2は12問、レベル3
-4は15問、レベル5以上は20問。、出される単語も一般英語コース・ 試験対策コース・ビジネス英語コースそれぞれ異なっています。

※Fella1はあくまでも留学中にFella2でコロナに感染された方の隔離先キャンパスです

選べる外出規定&自習制度、本格的な単語テストもあるのでボキャブラリーもアップ！

料金は同一
で選択可能

生徒個々指定座席のFella2自習室



万全のコロナ対策&体制①：キャンパス内
現地の新規感染者数は極めて少数ですが、念のため以下のようにコロナ感染予防を徹底しています！

※セブの行政指導に応じ、以下の対策は変更されていきます。

教室エリア 学食エリア・CAFELLA

入口には席をひとつ空けるように掲示し
ていますのと、体温計と消毒液をもちろん
設置しています

大好評なカフェも通
常営業しています！

教室エリア

敷地内の入口に体温計と消
毒液を設置し、スタッフ出勤
時には検温を徹底

キャンパス内に掲示板と手洗い場を複数設置し、
消毒液は貯蔵分含め潤沢にご用意

オフィスエリア アクリル
板を
設置

各棟の入り口に
消毒液をもれなく
設置

※感染状況の改善に伴い
アクリル板が無い教室も
ございます。

デスク
中央に
アクリル
板を
設置



万全のコロナ対策&体制②：感染対応・PCR検査・延長
感染対策を徹底しても週末等に外出してコロナに感染という可能性はございますが、それでもEnglish Fella
では留学を完遂させることができます（重症化の場合を除く）。

Fella1の
個室へ隔離
（全食事を部屋

前にプレート
で提供）

Fella1の
個室でFella2の
授業をオンライン

で継続受講
滞在中に
万一コロナ
感染が発覚

Fella校常勤の看護師
によるモニタリングのもと
完治次第Fella2に戻り

対面受講再開

軽症・無症
状の場合

予定ど
おりに
留学を
完了

重症化
の場合

常勤看護師によるサポートのもと、当校の最寄り提携総合病院と症状を診て治療プラ
ンを決定。但しコロナの場合、即帰国は不可＆重症化の場合は授業受講も不可
で、この欠席分の受講は放棄。但し入院→退院後にFella1での個室隔離は可。

帰国前にもセブの指定医療機関でPCR検査を受けることが必須となっています（2022年9月以降はワクチ
ン接種3回済の方不要）。又、同検査で万一陽性＝当面帰国不可となりましても、以下の卒業後、Fella1
寮での宿泊サポート(有料)をご提供致します。この1週間帰国延長中に通常授業をオンラインで受けて頂く
（マンツーマンのみ）際は、通常代理店様を介して延長費用をお支払となります。
※セブの医療機関でPCR検査を受ける際、ご自身で同機関までタクシーにて移動して頂きます（現地で案内書をお渡しします）。

帰国前日に訪問検査で 万一陽性となった場合

ご希望の方にはFella1の個室(全食事付)へ1泊1,500ペソで宿泊可。
当初の留学期間を終了された方でも、不足の事態が発生してしまった際
は、このように帰国までサポートしていきますので安心！
※ご自身でセブの政府指定隔離ホテルへ行かれて滞在も勿論可能です

個室に隔離後、入院は不要でも熱がある等で授業を例えば1週間欠席とする
場合、その後1週間分の寮費をお支払頂くことで授業料を後ろにスライド可能。



隠れた人気設備＆安心アイテム
English Fella校は生徒様の快適な留学生活をお約束します！

寮のお部屋内

壁掛け時計 冷蔵庫

全室にセーフティボックス有

売店内にある電子レンジ

シャワー・洗面所の水を
浄水する大型浄水機 食器の熱湯消毒機

快適なバスルーム

殺虫剤

便利な移動式ハンガーラック▶



※2022年4月再開校からFella1キャンパスは隔離&オンライン受講専用キャンパスなため、通常授業は実施しておりません。

コース開講のご確認は“TOEIC点数保証コース”のみ必要で他は不要■コース別カリキュラム概要 ※1コマ=50分

Any 4 2 1 1（任意） 全規定無し

Any 5 1 1 1（任意） 全規定無し

Any 6 × 1 1（任意） 全規定無し

3
ESL=2

TOEIC=2
2 1 1（任意） 全規定無し

TOEFL30 or
Level3

ESL=2
TOEFL=2

2 1 1（任意） 全規定無し

3 4 2 1 1（任意） 全規定無し

TOEFL40 or
Level3

4 2 1 1（任意） 全規定無し

Any 4 2 1 1（任意） 全規定無し

Any 4 2 1 1（任意） 全規定無し

2 5 2 × 1（任意） 全規定無し

Any 6 × × 1（任意） 全規定無し

Any 4 × × 1（任意） 全規定無し

500以上 4 2 １ 1（任意） 全規定無し

5.5 IELTS4.0

6.0 IELTS5.0

6.5 IELTS5.5

7.0 IELTS6.0

平日の
自習

週末授業・
週末単語テスト

全規定無し

IELTS
（PIFT)

TOEIC+ESL

TOEFL+ESL
(PPT)

TOEIC

TOEFL
（PTFT)

TOEIC点数保証

IELTS Review
（PIRC)

ビジネス英語
(EBC)

ジュニア
（JEC)

保護者
（GEC)

平日の
単語テスト

1（任意）

校舎 マンツーマン
小グループ

1:4以下
大グループ

1:8以下
プレミアム授業

(夕方のグループ授業)

IELTS点数
保証（PIGI)

4 2 1

コース
受講可能

Level（1～9）

選択される以下規定により異なる。

■Classic（ノーマル）：
共に無し

■J-Sparta：
月・火・木のみ共に有

■Sparta：
月～金毎日共に有

自習（強制）＝19:00-21:50
単語テスト＝19:40-10分間

Fella2

PIC-4

PIC-5

PIC-6



TIME TABLE & LEVEL 

＜フィリピン人講師＞
講師１：生徒最大４

・リスニング＆会話
・読解＆文法

＜フィリピン人講師＞
講師１：生徒最大8

・パターン
・Speak your mind

～欧米ネィティブ講師のグループ授業も有＆全９レベルの細かいレベル分け～

※試験スコア基準はあくまでも目安となります。

レベル要約 当校レベル TOEIC TOEFL(iBT) IELTS

Low Beginner 0 - 199

Beginner 200 - 299 25未満 3.0未満

Elementary 300 - 499 26 - 56 3.5

Low Intermediate 500 - 599 57－68 4.0-4.5

Intermediate 600 - 699 69 - 79 5.0-5.5

Upper Intermediate 700 - 799 80 - 91 6.0

Pre-Advance 800 - 849 92 - 98 6.5

Advanced 850 - 899 99 - 105 7.0-7.5

Upper - Advance 900以上 106以上 8.0以上

初級

中級

上級

【注意】
一般英語コースでラィティング授業を希望される方は、マンツーマンの
文法授業をライティングに変更。
※レベル4以上の方に推奨しますが希望の方は極力お申込時か入学

初日に学校スタッフへその旨お申し出ください。

時間 科目等 形態

6:50 - 7:40 朝食

8:00 - 8:50 会話 マンツーマン

9:00 - 9:50 文法 マンツーマン

10:00 - 10:50 空きコマ

11:00 - 11:50 リスニング&会話 グループ

11:50 - 13:00 昼食

13:00 - 13:50 読解 マンツーマン

14:00 - 14:50 リスニング マンツーマン

15:00 - 15:50 読解&文法 グループ

16:00 - 16:50 パターン(=会話表現力アップ） グループ

17:00 - 17:50 Speech&Speaking　※任意参加 グループ

18:00 - 19:00 夕食

19:00以降 自由時間

ノーマル規定では
17:00～外出可

グループクラス科目

▲PIC-4コースのスケジュール例（生徒により時間割は異なります）



スクールビルディングエントランス ライトアップされた夜のプール

Sparta campus南国雰囲気満点のFella2キャンパス

講義棟群 カフェ&売店外観→

↑カフェ&売店内



ドミトリー

← 1人部屋は通常の個室よりも広めな「プレミア1人部屋」を35室
ご用意しています。
※プレミア1人部屋とは2人部屋を1人で利用頂くことで、通常個室はFella1のみに有。

■部屋タイプ：
プレミア1人部屋、2人部屋、3人部屋

全屋内にベッド、デスク＆椅子、冷蔵庫、
TV、バストイレ、セーフティーBOX有。

※Wifiはキャンパス内の至るところに設置
されており、寮部屋内でもネット接続可



ドミトリー (２人部屋、３人部屋)

2019年に両キャン
パス全部屋の
シャワー&

トイレを完全リ
フォームしました！

室内には人数分の
机・椅子・クロー
ゼット・セーフティ
BOXがございます！



大型プール＆体育館・ジム

●サイクル：3
●フットステップ：1
●おもり：4
●トレーニングベンチ：2
●ベンチプレス：1
●ダンベル大：2
●ダンベル中：18
●ダンベル小：18
●アブローラー：1
●ラバーバンド：2

トレーニング器材一覧



● 正規授業
(講義棟1階)

► Speaking

► Reading

► Listening

► Grammar

► Group Class

Main campusFella1キャンパスのご紹介
※現在は万一感染の隔離&オンライン受講専用キャンパスとして準備済



ドミトリー
・1人部屋プレミア＝ 9室←左記のような2人部屋を1人で使用

・1人部屋 ＝ 8室 ・1人部屋B       ＝14室
・2人部屋 ＝22室 ・3人部屋 ＝ 6室

全屋内にベッド、デスク＆椅子、冷蔵庫、TV、全室にセーフティー
BOX有。上記の1人部屋Bタイプ以外は全室内にバス・トイレ有。

※Fella1はキャンパス全体で強いWifiを完備しているためFella2授業を
Fella1寮室内からオンライン受講することも問題ございません！

唯一共用リビングがあるのがこの個室Bタイプ。２つの個室でトイレ・シャワーのユニットバスルームをシェアするスタイル。
同じフロアに２人部屋（室内にユニットバスルーム有）があり、計４名で右の共用リビングをシェア。個室に滞在しながら
お友達もつくりやすく、且つ低料金なためFellaスタッフイチ推しの部屋タイプです！

Fellaスタッフも住んでいる格安料金でオススメの個室Bタイプ

個室Bタイプ室内 個室Bタイプ2人で共同
使用のバスルーム

共用リビング内にはソファ
セット、ファン、ミラー、

TVがございます個室Bタイプ室内



ドミトリー：お部屋

通常個室（個室の中では料金帯が3段階の真ん中)

人気の2人部屋

最も低料金で外国人生徒に人気の3人部屋

※写真は何れもイメージ

＜万一Fella2留学中、コロナ感染してFella1で隔離留学となった場合＞
学校スタッフが毎日3回お食事を隔離部屋のドア前までデリバリー致します。
更に常勤ナースがおりますのでご安心ください。勿論、隔離は個室です。
又、本シートお部屋内には
全てシャワー&トイレが各室内
に設置されています。



● 利用時間

► 朝食 : 06:50～07:50

► 昼食 : 11:50～12:50

► 夕食 : 17:50～18:50

※ 日曜日:08:00~09:00

学食＆カフェ

※ 1日 3食提供. 

※ 麦茶は常時食堂に有

※現在何れも休業中

２０１９年３月にリニューアルのカフェ＆売店 ※共に学食の2F

生徒様から大人気のFella1カフェ。
コーヒー類はもちろんストロベリー

シェイクなどもございます！



自習室＆ジム
● 全145席 (学生定員 110名)

● 自由席、指定席（J-Sparta規定）制度
24時間利用可能

● エアコン、CCTV設置

機材名 詳細・トレーニングの目的

ダンベル(小) 筋力強化

ダンベル(大) 筋力強化

エアロバイク 下半身強化

ラットプルダウン 背筋強化

シットアップベンチ 腹筋・背筋など全般

メディシンボール 腹筋トレーニング

プッシュアップバー 腕立て伏せ

ダンベル 重量の記載無し

ヨガマット ヨガ・体幹トレーニング

ベンチプレス 1台

５LB:4個

15LB:6個

20LB:4個

25LB:2個

胸筋強化

<Fella1 ジム機材詳細>

＊各3セット

(2kgx3、3kgx3)

＊重量の記載無しが4セット

各1セット

(20LBから50LBまで

各10LBずつx2)

2台

2枚

個数

1台

1台

1

1組

8個

勉強もトレーニング
もどちらも本気で取

り組めます！

※現在ジムは閉鎖中ですが
すぐに使用はできる状態



朝食はパン、コンフレーク、フルーツ等はもちろん、お粥もご用意しています。より多くの国籍の方に好まれるように日本料理をはじめとする様々な料
理を土日含め毎日3食提供しております。なるべく野菜を取りたいという生徒様からの意見を反映し、ほとんどの食事にサラダと野菜とフルーツ(昼・
夕食はフルーツポンチ付)がでますので、女性や年配の方にも人気です。麺類も時々ご提供し、バラエティー豊かな食事を楽しむ事ができます。

火曜 木曜 土曜

朝食

昼食

夕食

マンゴー

ハム

スイカ

スクランブル
エッグ

オレンジ

ツナサラダ

餃子スープ

肉団子

ブロッコリー炒め

味噌汁

カレーライス

白身魚のチヂミ

牛肉のスープ

卵焼き

小松菜炒め

もやしスープ

ゴーヤ
チャンプル

ポッサム(豚蒸し)

味噌汁

ピーマン炒め
豚生姜焼き

３日間の学食 食事例

チンジャオ
ロース

卵スープ

もやし炒め



治安が良く、静かな環境に囲まれたEnglish Fella！
セブシティからやや郊外の場所でもEnglish Fellaの付近には、ショッピングモールやコンビニ、総合病院等がありとても便利！

Fella2から徒歩8分のフィリピンレストラン
Fella生徒ご用達、2Fは格安なジム

ガイサノグランドモール
学校から車で5分の場所にある大型モール

セブで人気のNUAH THAIマッサージ
※E PARK内にもマッサージ店有

ノースジェネラルホスピタル
学校近くの総合病院

Fella1徒歩4分で両替店もあり
日用品などが買える便利なスーパー

Fella12から徒歩7分のE PARK
カフェ、コンビニ、レストラン等が有



●空港→Fella2は片道30～55分
●Fella2→セブシティ中心部は片道15～30分
（何れも時間帯、渋滞の有無により異なる）

▲セブシティ中心の新アヤラモール
セブシティ中心のITパーク付近風景▶



空港到着日～初日の流れ
～日本人 or 日本語スタッフによるピックアップからウェルカムセットまで無償でご提供！～

■到着日

■コーススタート初日

空港でピックアップ
※日本人スタッフが常勤の際でもピックアップは

外国人スタッフになる場合有

充実のウェルカムセットにはトイレットペーパー、水1本、石鹸、
カップラーメン(フォーク付)、シャンプー、歯ブラシ&歯磨粉含む

ルームキーをお1人様ずつ手渡し

レベル分けテスト オリエンテーション 送迎車でモールに行き両替兼買い物。
この後学校へ戻り現地費用のお支払手続き。

さらに帰国週にも『退寮～帰国に関するオリエン』を実施+帰国前PCR検査と生徒様を徹底サポート！



学校から車で15
分の孤児院を
訪問 or 他の場所
で地元の子供たち
とゲーム等をする
貴重な経験。参加
証明書も発行！

料金に含むもの ： 往復送迎、ガイド

English Fella校の週末アクティビティ一覧

参加費用：約2,800ペソ（約7,000円）

1週目土曜：アイランドホッピング

人気のナルスアン島とヒルトゥガン島に船で渡り、憧れ
のマリンブルーの海でシュノーケリングを楽しんだ後は
極上のランチをお楽しみください！

料金に含むもの ： 往復送迎、昼食、マリンスポーツ器材、ガイド

勉強以外も
楽しさ満載！

2週目土曜：セブ市内観光

参加費用：1,800ペソ（約4,500円）

統治されていたスペインの遺跡が残るセブシティ。
教会や要塞跡地を訪問した後は、地元B級グルメの
揚げバナナ等を体験。英語講師によるガイドも必見！

料金に含むもの ： 往復送迎、夕食、ガイド

4週目土曜：ボランティア

参加費用：500ペソ（約1,300円）

※3週目の土曜実施の場合有

人気校のEnglish Fellaは両キャンパスとも勉強以外に様々なイベントをご用意。
平日に加え週末も充実できるのがEnglish Fellaライフです！

偶数月最終週金曜日：焼肉パーティー

参加費用：無料

偶数月の最終週金曜に
開催される、参加費が
無料ということもあり、
超大好評の『サムギョプ
サルパーティー』。
焼肉のみならず、フィリピン
伝統の肉料理である
『レチョン』や『キムチ』も
提供されますので、
お見逃しなく！

第1週：球技大会（バレーボールなど）
第3週：ファンフライデー（校内英語ゲーム）
第4週：Fella Day (パワポを使って英語プレゼン)

と楽しいイベントも盛りだくさんです！

さらに金曜日にも！
※校内イベントは全て無料

※2022年4月の再開校以来、既に上記のアクティビティとイベントは全て実施済で、今後も上記の
とおり継続jしていく方針ですが、やむを得ない現地事情等で予告なく変更・中止となる可能性はございます。

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://scubastardive.com/cebu-island-hopping-tour/&ei=QiKRVa6nJIKhmgXal5K4CQ&bvm=bv.96783405,d.dGY&psig=AFQjCNGFQWWCZKYTPN3tvxpLfQh-6tbBDw&ust=1435661135906461
http://blogs.yahoo.co.jp/hqhrt237/39483213.html
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ameblo.jp/englishspeak/entry-11495201614.html&ei=iCaRVaGbI6HRmAXG5rrgBA&bvm=bv.96783405,d.dGY&psig=AFQjCNE1-8J8PLFm97BtOOzjVb2_hZqrvw&ust=1435662318662336
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.ryugaku-onebridge.com/schools/detail/17&ei=XiyRVbbSBYehmgXHqZPICg&bvm=bv.96783405,d.dGY&psig=AFQjCNE_ld4uGojJKViVYPEsCyvtX2wZMA&ust=1435663783592983
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.ryugaku-onebridge.com/schools/detail/17&ei=dCyRVd_GBMXKmAXtipaIBw&bvm=bv.96783405,d.dGY&psig=AFQjCNE_ld4uGojJKViVYPEsCyvtX2wZMA&ust=1435663783592983


クラス名 実施 内容 教材

Speech & Speaking 月～金間の毎日 質問, 写真説明, 状況説明 視覚資料

Grammar 月～金間の毎日 実践的な文法 視覚資料

Speaking 月～金間の毎日 日常に役立つ会話 視覚資料

ズンバ 月・水・金 敷地内でズンバレッスン 無し

プレミアムクラス(Fella2)

「1日7コマでは足りない！」という生徒さんのために、平日17:00～17:50まで無料のグループ授業を開講。

実はヘッドティーチャーやトレーニング担当ティーチャーによるハイレベルな講義なので、お得感満載です！

※ Fella1は隔離キャンパスなため夕方の無料グループ授業は行われません。又、隔離期間中にオンラインで通常授業
を受講頂く場合でも以下のズンバレッスンの受講は不可です。

※時期によりクラス（科目）が増減する可能性有

写真はイメージ

中長期の留学生徒様では留学後半期間のみ
本プレミアムクラスを受講される方もいらっしゃいます



English Fellaは皆様のご入学を

心よりお待ちしております

～We are waiting for you!～


