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ZA English

直行便案内

快適なフライト

価格重視

セブ島（英語：Cebu Island）はフィリピン中部ビサヤ
諸島に有る島です。当校はセブの中心部のとても賑わった
場所に位置しています。この場所は
セブ島の中でも「避暑地」として有名な地域です。近年
では観光地として一目置かれ、観光客、日本人も
たくさんいます。一般的にはリゾートというと、空港
の有る「マクタン島」が取り上げられています。

マクタン空港から降りれば、、、
あたり一面がリゾートビューに！
その他にも観光スポット
はたくさんあります！

フィリピン版「バス」！
交通手段として欠かせない、安く
手便利な乗り物です。またそれぞれ
のデザインも魅力的ッ！

セブシティ内だけでも大型ショッ
ピングモールが10以上もあり、
各モールのテナントは500店舗
以上！

有名な観光地。日本からも近い。
そしてなんといっても安い！
といった理由から、日本人も
多くみられるから安心です。

最低

欧米の セキュリティバッチリの寮と

の
価格と、

マンツーマン授業が中心だから

と



つの 徹底解説！！3選が ばれるZA English Academy 
ゼットエーイングリッシュアカデミー

当校自慢のオリジナルサービスで「より快適な留学」を…

また各部屋には「ベッド、エアコン
机、冷蔵庫」など充実した設備が整
っています。

週 2回の洗濯。備え付けのカゴに
入れて、部屋の前に出すと、当日
に仕上がり、全て畳まれた状態で
返却されるという大人気のシステム。

丁寧な清掃サービスハウスキーパーた
ちが週 2回の清掃を行い、快適なキャ
ンパスライフのサポートをします。 セブ島では非常に珍しい光ファイバー設置校。プラ

イベートのお時間も不便なく快適にインターネットの
利用が可能です。留学中のお仕事はもちろん、動画視
聴等もスムーズにご利用いただけます。

洗濯システム！
その日に がる！仕上 の清掃。週 2回

清潔な環境の維持
が せる！

全室洗浄便座完備！
紙 流

珍しい！超 設置校！光ファイバー 体制の自習室と24 時間
便利なレンタルサービス

自習室は、24時間利用可能。エアコン完備の快適な空間
で授業の振り返りなど、自分自身でレベルアップ
出来る最適な空間を提供しています。
また「ハンガー」「ドライヤー」「ポケットwi-fi」のレ
ンタルも可能です。

ストレスフリーなキャンパスライフ！日本の生活環境をセブで再現！

ZA式経営だからこその徹底した教育体制。 安心と信頼。常駐する日本人スタッフたち

日本人の経営感覚に基づいた教育、徹底指導によって有能な講師を育成。また休憩時にはスタッフミーティング
を開き常に真剣かつ楽しい雰囲気で生徒を迎え入れます。また、従業員満足にも力を注ぎ、講師の入れ替わりが
圧倒的に少ないため、安定した教育に抜群の信頼性があります。

初めての留学。初めての海外。期待よりも不安でいっぱいの方々はたくさんいると思います。そこでまず
頼れるのは「現地の日本人」です。そんな初心者の方はもちろん、一番頼れる「日本人スタッフ」が最低
5名常駐しているからこそ「安心」「安全」にキャンパスライフを送れることでしょう。困った事や相談事
があれば早急に日本語で対応させていただきます。キャンパス内だけでなく屋外のイベントやシティツアー
等にも同行させていただきますので「いつでもどこでも」を徹底した充実対応をしています。

いつでも。どこでも。早急に。全力サポートを心がける。
【講師・スタッフに向けた徹底指導】

講師に向けた
徹底指導

講師個人の
成長意欲を向上

質の良い
授業内容

講師として
健全な態度

※レンタルサービスにつきましては、現地で別途料金を頂戴いたします。

ZA English はココがスゴイ！ ZA English はココがスゴイ！



ZA English オリジナルイベント ダイビングライセンス取得オプション

月 1回、地元の学校訪問、植樹活動などの社会貢献活動を
行っており、この活動には各機関から認定書が発行されます。

また 2018 年には ZA English のボランティア活動「アウト
リーチ」の取り組みが、国家教育省よりその功績をたたえ
られ表彰を受けました。

課外授業の一環として希望者には、毎週水曜日「シティ
ツアー」or「マクタンツアー」を企画・実施しています。
買い物に嬉しいショッピングモールや、セブ島ならではの
海水浴、地元では有名ですがあまり知られていない穴場など
も巡り、異文化体験はもちろん、学んだ英語を試す最高のチ
ャンスの場でもありセブ島を楽しめる嬉しいイベントです。

ZA English Academy Marine House SEASIR

ZA オリジナルツアー学んだ英語をアウトプット

1

2

Original
Tours

ZA

ボランティア活動国家教育省から表彰された

【開催日】
毎月第 3土曜日
8：30 ～ 16：30

【開催日】
毎週水曜日

【マクタンツアー】or【シティツアー】

- ゼットエーイングリッシュオリジナルイベント -

ダイビングライセンスを取得して、セブの海を味わおう！ダイビングライセンスを取得して、セブの海を味わおう！

ダイビングライセンス取得！？ダイビングライセンス取得！？

ZA English Academy では、課外授業の一環として決まった日
に「オリジナルイベント」を開催しております。学んだ英語を

アウトプットする他に、よりセブ島を満喫すること
も出来るのでオススメですよ♪

ZA English Academy では、課外授業の一環として決まった日
に「オリジナルイベント」を開催しております。学んだ英語を

アウトプットする他に、よりセブ島を満喫すること
も出来るのでオススメですよ♪

オプシ
ョン

オプシ
ョンNEWNEW

まずは基礎基本から学ぼう！まずは基礎基本から学ぼう！ ビーチで早速ダイビングだ！ビーチで早速ダイビングだ！ ボートダイブ後、ライセンス申請へボートダイブ後、ライセンス申請へ

講義だけでなくプールでも練習だ！

講義だけでなくプールでも練習だ！

緊張の初ダイブ！がんばって！

緊張の初ダイブ！がんばって！

さあ！海の世界を満喫しよう！

さあ！海の世界を満喫しよう！

<Schedule DAY1>
・   8：30 ～学科講習（ZA English）
・13：00 ～プール講習（ZA English）

※校内のプールで行います。

※なおインストラクター 1名につき、生徒は最大 6名までとなりますので、予めご了承くださいませ。※なおインストラクター 1名につき、生徒は最大 6名までとなりますので、予めご了承くださいませ。

<Schedule DAY2>
・   8：30 ～ビーチ講習（マクタン島）
・13：00 ～ランチ（その後、器材片づけなど）

・16：00　寮到着

<Schedule DAY3>
・   8：30 ～港到着（マクタン島）
・13：00 ～船上ランチ
・14：30 ～帰港
・15：00 ～ライセンスの申請
・16：00　寮到着

せっかくのリゾート地セブ島だからこそ出来るせっかくのリゾート地セブ島だからこそ出来る
ZA English のオプショナルアクティビティ　ZA English のオプショナルアクティビティ　

ダイビングライセンスダイビングライセンスCCカードの取得カードの取得

本オプションについて本オプションについて 料金に含まれるもの料金に含まれるもの

コミコミでお得なサービス！コミコミでお得なサービス！

・ライセンス申請料
・PADI 教材費
・ボート乗船料
・入海料

・ライセンス申請料
・PADI 教材費
・ボート乗船料
・入海料留学前（事前申し込み）21,300ペソ21,300ペソ

留学後（現地申し込み）22,800ペソ22,800ペソ

・レンタル器材
・レンタルタオル
・往復送迎費
・ランチ 2日間
（フルーツサービス付）

DAY 1（金） DAY 2（土） DAY 3（日）

・原則「金、土、日」の 3日間が対象。
・料金については下記の通り現地（ペソ）でお支払い。

Volunteer Program

Outreach
with ZA English Academy

　本社：〒900-0001 沖縄県那覇市港町 2-3-13
セブ店：Alegria Palms Project PG 1017, Cordova, Cebu,Philippines株式会社シーサー提携ダイビングショップ



最短で
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バイリンガルセラピスト育成プログラム バイリンガルセラピスト育成プログラム

ゼットエーイングリッシュ

- 2 社共同特別プログラム - 

国際ライセンス CIBTACボディコース

基礎からしっかり学びたい人の為のコース 英語力でキャリアアップしたい人の為の

経験者向けブラッシュアップコース1 2

対象 ： 18 歳以上、 経験者 or 未経験者、
　　　　海外勤務希望者 （国内の場合ホテルスパ）
対象 ： 18 歳以上、 経験者 or 未経験者、
　　　　海外勤務希望者 （国内の場合ホテルスパ）

国際ライセンス取得
（2 ～ 6 か月）

セラピスト接遇英語
（英語 2 回）

英会話基礎基本習得
（例 ： 2 か月 -4 人部屋の場合）

TESIO TESIOZA English

最短で

か月

国際ライセンス取得で
　　　セラピストへの道を歩もう。
国際ライセンス取得で
　　　セラピストへの道を歩もう。

海外で活躍できるスキルを
　　　　　　徹底的に身につける。
海外で活躍できるスキルを
　　　　　　徹底的に身につける。4

最短で

か月5

対象 ： 18 歳以上、 経験者、 世界の豪華客船勤務や
　　　　　海外勤務希望者 （国内の場合ホテルスパ）
対象 ： 18 歳以上、 経験者、 世界の豪華客船勤務や
　　　　　海外勤務希望者 （国内の場合ホテルスパ）

技術講習
（3 か月）

セラピスト接遇英語
（英語 2 回）

英会話基礎基本習得
（例 ： 2 か月 -4 人部屋の場合）

TESIO TESIOZA English

英語

セラピスト技術

世界 が舞台世界 が舞台

世界 へ羽ばたく セラピス ト たちの為 に ...世界 へ羽ばたく セラピス ト たちの為 に ...

世界中の豪華客船で

日本人セラピストの需要が

増々高まっています。

一般英語コースで英語の基礎学習ライセンス取得 or 技術講習の期間 セラピスト接遇英語を身に着ける

ゼットエーイングリッシュ

1 2 3
- プログラムの基本過程 - 

CIBTAC 国際ライセンスとは

CIBTAC はセラピストの国際ライセンス認定機関

です。英国に創設以来 30 年以上にわたり世界中

で実績を積み重ね、 現在は認定教育機関は 26

か国 200 校を超えています。 テシオは日本にお

ける認定３校の内の１校。 CIBTAC 保持者は就

職採用において優遇されます。 また世界を回る

豪華客船や五つ星ホテルスパなど、英語力を活

かすプロの仕事を目指す上で強みとなります。

テシオ受講生のテシオ受講生の - 授業内容 -- 授業内容 -

・ ボディマッサージ＆

　解剖生理学コース

・ フェイシャルコース

・ 総合コース

・ ボディマッサージ＆

　解剖生理学コース

・ フェイシャルコース

・ 総合コース

CIBTAC 合格率は 100％CIBTAC 合格率は 100％

セブ島留学とは 「世界有数のリゾート地 ・ セブ島留学の良さは何といってもその圧倒的なコストパフォー

マンスです。 欧米に比べ約 1/3 ～ 1/2 程度の費用で、 授業料、 寮費、 食費がすべて含まれています。

また圧倒的な効果が得られるマンツーマン授業を主体とし、一日 200 分もあるので、 スピーキング力向

上にはかなり効果的な手段と言えます。 その他にも、 日本から近いことや勉強以外でもマリンスポーツ

やアクティビティを楽しめたりと、 非常に人気の留学先です。」

ZA English とは 「歴史のある大学付設校と 2018 年 5 月にオープンした新キャンバスの 2 校体制で

運営しています。 豊富なカリキュラムや抜群の講師の質で効果的な英語学習はもちろんの事、 集中して

学べる環境整備に特に力を入れております。 特にセブでは超珍しい、 寮の全室のトイレに紙が流せる洗

浄便座完備、 当日仕上がりの洗濯サービス、 光ファイバー導入など、 日本とあまり差を感じない環境で

お過ごしいただけます。」

土曜日土曜日

経験者経験者

短期集中短期集中

平日平日

未経験者未経験者

男性クラス男性クラス

※尚 CIBTAC テスト受講期間の影響より、 スケジュールが前後する可能性がございます。※尚 CIBTAC テスト受講期間の影響より、 スケジュールが前後する可能性がございます。

※英会話は正確には 2.5 カ月 （10 週間） の受講となります。※英会話は正確には 2.5 カ月 （10 週間） の受講となります。
※英会話は正確には 2.5 カ月 （10 週間） の受講となります。※英会話は正確には 2.5 カ月 （10 週間） の受講となります。

このコースの流れ このコースの流れ

世界を舞台に活躍できるセラピストを育成している 「TESIO」 と、 金銭的に負担が少なく集中

して学べるセブ島英語学校の 「ZA English Academy」 だからこそできる特別なプログラムです。

日本初 の 「バイリンガルセラピスト育成」 を目的としたプログラムがここに誕生しました。

授業コマ数 ： 一日 8 コマ （マンツーマン 4　グループ 4）　2 か月の場合、 400 コマ （20,000 分）

「セブ島留学とは」 ？「セブ島留学とは」 ？

ZA English　Ａｃａｄｅｍｙ　とは？ZA English　Ａｃａｄｅｍｙ　とは？

ゼットエーイングリッシュアカデミー



人気コース紹介

就職準備する学生たち、また転職を控えた社会人などに向けた地元企業との提携プログラムであるグローバルインターンシップコース
です。ZAEnglish での 12 週間の ESL 過程と 4週間の現場実習の過程で構成され、学生達は自分の関心分野と関連した言語能力と語彙力を
伸ばす機会を得ることが出来ます。

例：上図のように 12 週に渡る学習期間を
2種類のコースに分けることも可能です。

16週計
本コースの なお得 ポイント
1 圧倒的な が を更に向上させる！経験 英語力

2 インターンシップ先の がもらえる！認定証

就活が有利になるESL
一般英語コース ビジネス

コース インターンシップ
現場実習

8週間 4週間 4週間

※主にサービス業がメインです。

国外で実際に働く「英語のみ」の環境で、学ん
だ英会話力をアウトプットすることは、何より
も大きな経験値となります。4週間通うだけで
もその英語力は「応用」が効くようになり、
習慣化されていきます。

このコースでは ZA English Academy の修了証
発行はもちろん、インターンシップ先の企業から
の認定証発行もございます。就活に大きな影響力
を与えられる「修了証」「認定証」など、英会話
経験者としてのアピールをしたい方は、必見です。
これらを利用し、海外就職や大手企業の就職など
に活かす方々も多く見られます。

対象

本コース
基本案内

研修地域と学校
スケジュールと期間
参加推奨レベル
宿泊施設タイプ

誰でも参加可能
研修地域：セブ市内　学校：ZA English Academy 
12 週間の語学研修 ⇒ 4 週間のインターンシップ
Intermediate Low
1 ～ 4人部屋

General Plan

IELTS コース

TOEIC コース

TOEFL コース

英語能力の上達、英語への自信をつけるための効率的な授業を行
っています。「マンツーマン×4コマ、小グループクラス×2コマ
大グルークラス×2コマ」の 1日計 8コマの授業構成です。

戦略的な TOEIC 試験対策法と出題される問題演習をします。間違った
解答に注目し修正を行い、担当講師が生徒の弱点を補完し継続的に
生徒を担当します。また、目標のスコアを達成するまで個々のガイド
ラインが与えられます。

生徒が試験に必要な技術、能力を習得できるように講師が個別指導
します。講師は生徒の弱点を見つけ、それらを解決する事に焦点を
当てます。

より実践に則した模擬試験を行い、本番に慣れるように練習します。
IELTS コースは問題を解く手法に重点を置いた授業が特徴です。

【レベル設定】下記のようにテストの結果によってレベル分けをし、授業内容などの調節をしています。

LOW MID HIGH LOW MID HIGH LOW MID HIGH
NOVICE INTERMEDIATE ADVANCEDLEVEL

ESL 1-1.9
0-300
0-34

0-3.25

2-2.9
301-399

35-48
3.5-4.25

3-3.9
400-534

49-58
4.5

4-4.9
535-599

59-68
4.75-5

5-5.9
600-669

69-79
5.25-5.75

6-6.9
670-719

80-90
6

7-7.9
720-789

91-99
6.25-6.75

8-8.9
790-919
100-112
7-7.75

9
920-990
113-120

8-9

TOEIC
TOEFL
IELTS

今一番注目されている当校大人気のコース。
実践経験による英語能力の向上ができる。

就活に
有効！！

英語力
向上！！

異文化
体験！！

就活に
有効！！

英語力
向上！！

異文化
体験！！

【インターンシップ企業先紹介】

空港 憧れの空港スタッフに！憧れの空港スタッフに！

ロイヤルな雰囲気が魅力的！ロイヤルな雰囲気が魅力的！

接客の基礎基本はここで！接客の基礎基本はここで！

ホテル

カフェ

・乗客案内（ﾁｹｯﾄｶｳﾝﾀｰ）
・空港内アナウンス

・受付
・ベッドメイキング

・ホールスタッフ
・料理や清掃

女性からも圧倒的な人気を誇る「空港スタッフ」でのインター
ンシップでは、よりグローバルな経験が出来ること間違なし。

空港スタッフとはまた違った「ロイヤルな雰囲気」でお仕事に
携わり、貴重な「英会話」が経験できる場所です。

ごく普通のカフェ。だからこそ「英会話コミュニケーション」
の基礎基本を徹底的に復習。そしてアウトプットが出来ます。

オススメポイント

オススメポイント

オススメポイント

僕はマクタン空港でのインターンで、基本 5時間の勤務をして
いました。チェックイン、搭乗案内、日本人に対しての通訳
時にはクレーム対応をしていました。勤務中のトラブルはなく、現地
の仲間たちがとても優しく、明るかったので良かったです。最初は英
語が通じるか、現地の人とうまくやれるかなどとても不安でしたが、
インターンを経験して、外国人と会話をすることに抵抗がなくなった
うえに、積極的に話しかけることが出来るように
なりました。僕はもっと事前に空港の仕事内容
やバニラエアについて調べておくべきだったと後悔
しているので、無知のまま行くよりも、ある程度
知った状態で行くことをお勧めします！語学だけで
なく、仕事を通して判断力など、いろんな
力が付きますよ！ Kさん学生

経験者は語る！空港スタッフ体験談。

【授業内容】
セブ島留学のメインでもあるマンツーマン授業は基本的な「Listening , Speaking」「Reading , Writing」の 4つの
分野を徹底的に学習していきます。また上記 4コースに沿った内容の講義となりますので、使用する教材も各コースに
よって異なります。その為、個人の目的に合わせた 英語能力を鍛えることが出来、非常に効率よく英語を学ぶことが
出来ます。

マンツーマンクラス 小グループクラス 大グループクラス スペシャルクラス

一日最低　　コマ。 最大で　　　コマの豊富な授業量！一日最低　　コマ。 最大で　　　コマの豊富な授業量！88 1010
AIRPORT

HOTEL

CAFE

（EMCｺｰｽより）

（General Plan）

人気コース紹介 グローバルインターンシップコース



学校概要

SCHOOL INFORMATION　学校情報

セブシティ中心部に位置する ZA English。英語学
習はもちろんのこと、ここでしか味わえない留学
があります。贅沢な施設とプランが提供できるのを
当校であります。

ZA English について 聞いてみた！

初めての留学にオススメ！初めての留学にオススメ！

現地日本人スタッフ：サチオ現地日本人スタッフ：サチオ

社会人：Nさん社会人：Nさん

先生がフレンドリーで授業も楽しく参加でき、ルーム
メイトがいつも勉強をがんばっていたので
自分も勉強する気になれました。また
学校のプールやジムなどの設備が新しく、
洗濯がその日のうちに仕上がる
システム。WiFi も速く、とにかく
快適に過ごせました。

先生がフレンドリーで授業も楽しく参加でき、ルーム
メイトがいつも勉強をがんばっていたので
自分も勉強する気になれました。また
学校のプールやジムなどの設備が新しく、
洗濯がその日のうちに仕上がる
システム。WiFi も速く、とにかく
快適に過ごせました。

プール、ジム、シアタールーム、キッズ
ルームなど、校内だけでも充実した生活を
送ることができます。お子様から大人の
お客様まで皆さんきっと満足して
いただけるでしょう！

プール、ジム、シアタールーム、キッズ
ルームなど、校内だけでも充実した生活を
送ることができます。お子様から大人の
お客様まで皆さんきっと満足して
いただけるでしょう！

卒業生からの

ヒトコト

とにかく快適に過ごせます！とにかく快適に過ごせます！現地スタッフから

ヒトコト
充実施設で　　

英語学習を…

設立年度

TESDA

学生定員

1：1講義室

オフィススタッフ

入寮・退寮日

寮部屋

掃除／洗濯

門限

空港送迎

インターネット
（光ファイバー）

正式名称 ZA English Academy 

所在地／住所

代表電話

SSP

講師

グループ講義室

日本人率（平均）

学校施設

学校寮施設

Magasaysay Extension,Kasambagan,Mabolo,Cebu City,Philippines
セブ マクタン空港から車で30分

+63-32-272-1520

AFF-06-190

100人

16室

40～50％

自習室・プール・シネマルーム・卓球場

2018年5月

登録済

200名

125室

20人

土・日 ※多くは日曜日

食堂、ベット、冷蔵庫、エアコン、温水シャワー、洗浄便座、机、イス、全身ミラー、扇風機など

日本、中国、台湾、韓国、ベトナム、アラビア、ポルトガル、スペイン、フランス、ロシア、モンゴル、イタリア

無線WiFi完備（部屋内使用可能）
ポケットWIFI機器レンタルサービス有
（1週間100ペソ～１ヶ月500ペソ）

※ポケットWIFIレンタル時には、初めにSIMカード料金として60ペソお支払いいただきます。

あり（有料）

1人部屋、２人部屋、3人部屋、4人部屋

日～木: 23時、金・土・祝日前:25時

掃除週２回／洗濯は部屋の前に出し当日仕上り

マネージャーの国籍
及び対応可能言語

学校概要
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EMC コースについて EMCコースについて

本当に「効率の良い勉強法」は何か？当校では自分自身の勉強法・スタイルに合わせることが一番の方
法であると考えました。当校の集中できる学習環境と、知識を吸収しやすい「自分に合った勉強法」を
合わせることで、効率よく成績を伸ばすことが出来ます。このＥＭＣコースであなたに合ったコースを選択し
「効率の良い英語留学」を体験してみませんか？

“自分に合ったスタイルが
一番自分を伸ばしてくれる”

ゼットエーイングリッシュアカデミー　イーエムシーコース

English Matching Choice (EMC）

ジェネラルプラン

ZA English の最もスタンダードなプランで学ぶZA English の最もスタンダードなプランで学ぶ

一日全てマンツーマン授業で構成された本コースは、個人で集中し
徹底的に学び、しっかりアウトプットし、英会話に自信をつけたい
方にオススメのコースです。
自分だけのレベルに合った授業を受けることが出来るのもマンツーマ
ンクラスの魅力です。分からないところはその都度、解決をして
英語への苦手意識を克服していきましょう。

本プランのもう一つの魅力は、通常のマンツーマン授業に加えて「単語」「文法」「発音」
のカリキュラムを用意し、英語に必要な全てのスキルを網羅できる特別なプログラム
となっております。

スペシャルマンツーマンプラン

英語の基礎をマンツーマン授業だけで徹底的に身に着ける英語の基礎をマンツーマン授業だけで徹底的に身に着ける

通常のマンツーマンでは受けられない特別なプログラム通常のマンツーマンでは受けられない特別なプログラムPoint !Point !

×4 ×3 1 日 7 コマ

セルフスタディプラン

英語力向上には実は授業以上に「自習」が大事英語力向上には実は授業以上に「自習」が大事

×4 ×2 ×2 1 日 8 コマ

×4 ×2 ×2 1 日 8 コマ

英語能力の上達、英語への自信をつけるための効率的な授業を行っています。
「マンツーマン×4コマ、小グループクラス×2コマ、大グルークラス×2コマ」
の 1日計 8コマの授業構成です。

マンツーマン

4 コマ

マンツーマン+＠

3 コマ

2コマ 2コマ
小グループ 大グループ

2 コマ
自主学習

SPECIAL
1:1 plan

SPECIAL
1:1 plan

スペシャルマンツーマンプラン

General
plan

SELF
Study plan

SELF
Study plan

ジェネラルプラン

セルフスタディプラン

ワーホリ対策プランもご用意ワーホリ対策プランもご用意

WORKING HOLIDAY

まずは自ら問題意識を見出すことが重要です。自分自身で
何が分かっていないのか？それらを自習の時間を利用して
考えることから始ります。

自分に合った身に付け方を見つける自分に合った身に付け方を見つける

ワーキングホリデー履歴書の書き方や面接の
アドバイス「ワーホリ英語」などの指導を行います。
ワーキングホリデー履歴書の書き方や面接の

アドバイス「ワーホリ英語」などの指導を行います。
※尚こちらの内容は渡航後、現地スタッフがヒアリングを行った上での
　お客様の御要望に沿ったカリキュラム構成になります。
※尚こちらの内容は渡航後、現地スタッフがヒアリングを行った上での
　お客様の御要望に沿ったカリキュラム構成になります。

いくら授業を受けても成績が伸びにくい方は自分への落とし
込み方を知らないというだけです。自分に合った勉強法を
見出すことが一番効率の良い勉強法と言えるでしょう。

General
plan



ビジネスコース親子コース / エグゼクティブコース

Kart Zone

・多様なビジネスシーンでの英語力向上に特化したカリキュラム。
・ビジネス英語に特化した著名なテキストを使用。
・ビジネス経験のあるネイティブ講師によるグループレッスンに参加。
・クラス内でのプレゼンテーション等を通じビジネス英語への自信を養う。

Class Details

ビジネス上における英会話の上達を目的とするビジネス特化コース。
フィーマル・インフォーマルの場面で使える英語を学びます。
ビジネス英語の深い理解の為に、それぞれのレベルに合わせた適切な
ビジネストピックを提供致します。

このコースの特徴

ZA English Academy 自慢のコース

ビジネスコースビジネスコース

Presenta�on

Analy�cs/Marke�ng

Business Situa�ons

親子コース親子コース

親子留学を考えている皆様のために、子供たちが楽しく遊べるキッズルー
ムも完備しております。小さい時から英語に触れ、異国文化を理解する事
は、グローバルな視野を広げると同時に、将来の可能性も広げるチャンス
なのではないでしょうか。グローバル人材が求められる今、「グローバル教
育」がますます注目されています。英語を学ぶ事の楽しさを、親子で一緒
に体験してみませんか。

小さいお子様でも楽しく英語に触れていただけるように、キッズ向けのテキストや
カリキュラムを導入しています。

英語とふれあう！キッズルーム完備

【受講可能な講義内容】【受講可能な講義内容】

マンツーマン
レッスン

3コマ

SGレッスン
( 小グループ）

2コマ

サービスグループレッスン
( 任意で受講可能）

3コマ

最大
計 8コマ
受講可能

+ + ＝

ビジネスマンの
　お仕事の時間も確保
ビジネスマンの
　お仕事の時間も確保

「学び」と「遊び」
　　　の両立ができる
「学び」と「遊び」
　　　の両立ができる

シニアの方々にも
　　　大人気のコース
シニアの方々にも
　　　大人気のコース

ビジネスシーンで活かせる単語などを学び、短期間に集中して英語を勉強され
たい方は、サービスクラスを含む 1日 8コマの受講をお勧めいたします。

英語の勉強とセブ島で心も癒し観光気分も味わいたい方は、1日 5コマの受講が
お勧めです。授業時間以外はお仕事やのんびりすることができます。

①英語を本格的に学びたい方向け

②英語の勉強のついでにセブ島でのんびりされたい方向け

ビジネスマンはもちろん！お時間のない方でも気軽に参加できる特別なコースビジネスマンはもちろん！お時間のない方でも気軽に参加できる特別なコース

7:40 ～ 16:05 の授業時間

（例）1週間スケジュール

日 学校到着
オリエンテーション+授業開始

授業

授業

授業

帰国（２週の方は休日）

セブシティツアー

自由時間（外出、観光ＯＫ）

月
火

水
木
金
土

日

 エグゼクティブコース エグゼクティブコース

「私が何より心血を注いでいるのは生徒が『楽しむこと』
それが一番効率的であり生産性ともリンクします。」
名門マンチェスター大学出身のイギリス人ネイティブ講師。英語教育の現場に立つこと
10 年以上。英語教師としての十分なキャリアに加えビジネスのバッググラウンド併せ持つ。
ちなみに趣味は密林でのサバイバル・キャンプ。

この先生が
ネイティブ講師 Aiden

商品分析、業界動向など総合的なマーケ
ティングの提案をメインとする授業。

現場を想定した電話応対や
顧客対応の作法を学ぶ授業。

複数のﾋﾞｼﾞﾈｽﾄﾋｯ゚ｸから 1つを選択し、
それについて多方面から考えた自分の
見解を毎時間英語で発表する授業。



学校周辺施設TOEIC点数保証コース & ヨガクラス

ヨガ クラスヨガ クラス

ZA English
Academy

TOEIC点数保証コースTOEIC点数保証コース 

保証スコア
+

+

+

+

ZA English Academyは 1日に 2回、
少数のメンバーで 50 分のヨガクラス
を開催しております。

お洒落な高層ビルの下でお洒落な高層ビルの下で

その名の通り「ＩＴ企業」のビルが並ぶ大人チックな
雰囲気。数多くのレストランが勢ぞろい！ここでの
食事はちょっぴり格別かも！

美味しい御馳走を！美味しい御馳走を！

セブ IT パーク

カートゾーン

アヤラモール SMシティモール

絶対楽しめる！女子必見！絶対楽しめる！女子必見！

疲れた時こそスポーツが一番！？ここで楽しめる
のは「エキサイティングスポーツ＿ゴーカート」だ！
気分爽快！思いっきり走り回っちゃおう！

まずは左のアヤラモールから！ここにいけば楽しめる
こと間違いなし！たくさんのアパレルや雑貨店、
もちろんレストランなど、１日居ても飽きない。
セブ島でも有名なショッピングモールの一つなんです！

次にコチラ右の SMシティモールです。小さな
遊園地や海外ブランド店が展開している、大きなシ
ョッピングモールです。またカフェで食べるスイー
ツは絶品です。

息抜きにちょうどイイ息抜きにちょうどイイ
爽快！ゴーカート！爽快！ゴーカート！

学校周辺施設学校周辺施設確実に伸びる。TOEIC 試験対策と点数UPの保証。　　

◆対象年齢：原則 18 歳以上
◆対象期間：12 週間
◆対象レベル：TOEIC300 以上または英検 4級程度の方。

【受講者対象】

このコースは TOEIC の点数を上げることを一番の目的としています。
戦略的な TOEIC 試験対策法と出題傾向が高い問題の練習をします。
間違った解答は徹底的に解説し、弱点を無くしていきます。本番に備
えたシュミレーションとして、毎月１回 TOEIC 模擬試験を行います。

授業量を 1週ごとに延長し、模擬テストの結果から保証点達成まで
挑戦し続けることも可能。
※延長時は状況によって「部屋移動」「カリキュラム変更」になる場合があります。

4 週間分の授業料のみ返金

期間内で保証点数に満たない場合は返金対応も可能。

授業料無料で最大 12 週 延長可能

延長不可の場合は 4週間分の授業料を返金

（※なお宿泊費+現地費用は自己負担）

保証点数一覧

※各生徒の初期点数に合わせて保証する点数が変動します。

スタートスコア 保証スコア

300未満 ESLコースの受講が必要

300以上 500

400以上 600

500以上 700

600以上 750

700以上 850

800以上 900



ZA ENGLISH ZA ENGLISH21 22

楽しく学び そして 有意義なひとときを…

大・小 2つのプールで遊べる！
　　　　　（夜はライトアップも可能）
大・小 2つのプールで遊べる！
　　　　　（夜はライトアップも可能）

プチ映画館！プチ映画館！ 親子留学にとっておきの
　　　　　キッズルームを完備！
親子留学にとっておきの
　　　　　キッズルームを完備！

気分爽快！リフレッシュ！
　　　　トレーニングジム付き！
気分爽快！リフレッシュ！
　　　　トレーニングジム付き！

施設紹介 施設紹介

施設紹介

校門とガードマン

学校敷地内の自然

平日：6:00am ～ 7:40am/4:00pm ～ 10:00pm
週末＆祝日：6:00am ～ 10:00pm

毎週火曜日と木曜日の
 7:20pm～ 9:00pm に映画
上映を行っています。
興味のある方はご参加を！

ダンベルやバランスボールの運動器具はもちろん。ランニン
グマシンも置かれた広々としたトレーニングジムを完備。
勉強の息抜きに、ちょっとした運動はいかがでしょうか？

お子様の遊び場として、楽しく遊べるキッズルー
ムも完備。滑り台、ブランコのほかにたくさんのおも
ちゃも用意しております！

学校外観

ZA English Academy は校舎と寮が一体型のキャンパスとなっております。
また、長く過ごす空間だからこそ、施設も充実していて快適にお過ごし頂けるような環境です。

2018 年 5月にリノベーションした ZA English Academy の校舎。
そのクオリティは高く、非常に清潔感の溢れるキャンパス内となっております。

ZA English Academy の寮は校舎と一体型であり、「通学」の概念がございません。
休憩時間など、いつでも各部屋に戻り、リラックスすることができます。

学校外観学校外観学校外観学校外観

4人部屋3人部屋2人部屋1人部屋

校内寮校内寮校内寮校内寮

多目的ルーム図書室

自習室看護室食堂

校内施設校内施設校内施設校内施設

平日平日
週末・祝日週末・祝日

6:00am ～7:40am

【OPEN】

6:00am ～10:00pm
4:00pm ～10:00pm

全日 ：6:00am ～ 10:00pm利用
時間

36人掛けの36 人掛けの

Swimming Pool

Training gym

Cinema Kid’s Room



ZA ENGLISH ZA ENGLISH

ZA English Academy スタートガイド 1日のタイムスケジュール

ZA English Academy

DAY 1 SUNDAY

MONDAY

START GUIDE
ゼットエーイングリッシュアカデミー「スタートガイド」 　セブ島到着～  オリエンテーション編

セブ島到着 ～ 明日に向けて

DAY 2 初日！オリエンテーション

ワクワク。ドキドキ。
明日から頑張りましょう！

エントランス
テスト実施

集合 朝食 起床

昼食 新入生
顔合わせ

オリエン
テーション

ショッピング
センターへ

学校へ戻る
自由時間

C
am

pus Life Tim
e Schedule

sam
ple

6:30 ~ 7:30 朝食

1 日のタイムスケジュール（例）

マンツーマン

マンツーマン

マンツーマン

マンツーマン

昼食

小グループ

小グループ

オプション

オプション

夕食

自由時間

自由時間の使い方はあなた次第！

グループ

グループ

7:40 ~ 8:30

8:35 ~ 9:25

9:35 ~ 10:25

10:30 ~ 11:20

11:30 ~ 12:20

12:20 ~ 13:20

13:20 ~ 14:10

14:20 ~ 15:10

15:15 ~ 16:05

16:15 ~ 17:05

17:10 ~ 18:00

18:00 ~ 19:00

19:00

ラウンジで
Talking!

お部屋で
ゆったり。 外出ＯＫ！自習も大切！

お疲れさまです！ ロゴプレート
が目印です！空の旅はいかがでしたか？

いよいよ始まりますね！
どんなお時間でも

すぐにお迎えに伺います！

さあ！行こう！
当校のスクールバスで
アカデミーへ移動

おはようございます！
調子はいかがですか？
準備はオッケー？

いただきますッ！
朝食はしっかり取ろう！

集中力アップに欠かせません！

まずは自分の実力を知ろう！
エントランステストの結果に
よって、一人ひとりに合わせた
授業の内容をご用意いたします！

ここで巡り合えたのも
何かの縁なのかも！？
まずはこの日の入学者全員に
自己紹介をします！これから
共に学び、楽しむ仲間には
しっかりと挨拶をしましょう。
きっと思い出に残る一場面に
なるはず！

ZA English Academy
入学前のルール説明

お疲れ様でした！

快適なキャンパスライフを過ごす為に
は、皆様のご協力も必要です。
オリエンテーションで学校のルール
をしっかり頭に入れましょう。

この後の行動は自由！せっかく
巡り合えたバッチメイトたちと
お出かけ、外食も良し！
明日に備えて帰るのも良し！

スタッフも
同行！

6：30 ～ 7：306：30 ～ 7：308：30 ～8：30 ～

13：30～

さぁ！お昼の時間だ！さぁ！お昼の時間だ！

↑スペシャル授業で楽しく学ぼう♪↑スペシャル授業で楽しく学ぼう♪

そのあとはショッピングモールへ
両替や必要なもの買い出しに出発だ！

セブ島到着！！ スタッフが
お出迎え！！

スクールバスで
Let`s ＧＯ!!

明日に備え
ごゆっくり。

今日も頑張っていこう！今日も頑張っていこう！

個人のニガテを徹底克服ッ！個人のニガテを徹底克服ッ！

午後も張り切っていきましょうッ！午後も張り切っていきましょうッ！

18：00 ～18：00 ～



さ
あ
！
さ
あ
！

元
気
よ
〜
く

い
き
ま
し
ょ
う
♥

若さを生かしたアグレッシブな講義と雰囲気で、楽しく英語力向上のサポートをします。

Teachers

活気があり、信頼できる
若い先生達。

【各国のスタッフ陣】

学校の運営・サポート
本部関係者たち

ロミー校長 扇山 誓 CM
日本人スタッフのリーダー的
存在。分からないことがあれ
ば彼に質問してみよう！

当校の校長先生！優しくて思いや
りがある、そんな校長だからこそ
良い雰囲気の学校なんです。 日本人スタッフたち 台湾人スタッフたち

中国人スタッフたち

ベトナム人スタッフたち

全
力
で

サ
ポ
ー
ト

し
ま
す
！

最強のネイティブ講師 エイデン先生ダニエル先生

さわやかお兄さん代表
エマン先生

常に明るい！
ジェサ先生

個性派ティーチャー
マイク先生

TOEIC マスターキュートで優しい♥
ジェリン先生ティファニー先生

アンドリュー先生
ZAのお笑い芸人

スタッフ紹介 スタッフ紹介

「
楽
し
む
」

こ
れ
が
一
番

な
の
さ
。

ネイティブ講師

25 26

ど
ん
ど
ん

発
言
し
よ
う
！

さ
あ
！
さ
あ
！

元
気
よ
〜
く

い
き
ま
し
ょ
う
♥

ち
ょ
っ
と
だ
け
。

日
本
語
し
ゃ
べ
れ
ま
す
ョ
。




