
フィリピン留学学校最大の語学学校。豊富な講師陣が提供する体系的なカリキュラム
により初級から上級の方まで1人でもご友人やご家族とも一緒にご留学が出来ます。

1人部屋外部寮の準備もあり、プライベートの確保可能。また多国籍の留学生とも
共同生活も可能。選べるお部屋タイプで貴方なりの留学をエンジョイできます。

日本人シェフによる、日本食MENUやInternational Foodで安心安全な留学
ができます。

フィリピン留学の最高峰！
日韓共同資本による
安心安全なフィリピン留学
最大のマンモス学校が誕生

最大1日4.5時間のマンツーマンレッスンが受講可能！（1コマ90分）



世界の国々にみられるグローバル化と激しい競争の中、英語はもはや必要不可欠な言語ツールであり、これからの社会に必要不可欠なもの
となっています。多くの学生はこうした状況を踏まえ、総合的な英語力の向上を目指し勉強をしています。しかし現状としては、学生が希
望する目標に到達するには、とても長い時間と労力が必要です。 その原因の一つとして考えられるのは、学生たちは英語をコミュニケー
ションの道具としてではなく、教科科目として捉えていることがあげられます。英語という科目が高い壁に感じられ、より一層苦手意識を
駆り立てているということです。自身の英語力を確実なものであると確信するためには、英語で夢をみるまでにならなければいけないと言
われるように、日常的に英語を話したり、聞いたりする必要があります。そのための初期段階として、個々のレベルに合わせた英語教育を
提供することが、彼らの夢の実現を手助けすることになるのではないでしょうか。

（社）全国旅行業協会

（財）フィリピン留学普及協会



【SMEAGの特徴】

1. 1,000人規模のフィリピン最大の英語教育機関
SMEAGは、フィリピンのセブに3つのキャンパスを持っています。合計約1,000人の生徒を受け入れることができる教育機関はフィリピン国
内の語学学校でも最も大きな規模です。キャンパスごとに特徴あるプログラムと管理システムをもっており、多様な教材と授業内容を提供して
います。

2. 各キャンパスを通してみられる国際色豊かな学生たち
フィリピンの語学学校の中で最も多くの留学生が集まる語学学校がSMEAGです。そのため国籍も豊かです。多国籍の学生と日常的に英語で会
話することにより、学習効果を高め、英語力を向上させるだけでなく、授業や放課後、休日の時間を通じ、日本・台湾・中国・ベトナム・ウク
ライナなど様々な国の学生との文化的交流が可能です。

３．98％の生徒がIELTS目標スコアを達成しているSMEAGの秘訣
IELTS点数保証生徒（通称：ギャランティースチューデント）の場合、98％の学生が目標スコアを獲得しています。毎週土曜日にSMEAGク
ラシックキャンパスにて、IELTSの模擬試験で本番と同じ条件で経験を積むことができます。また、IELTS試験準備コースを12週間以上登録
した学生に限り、IELTS試験料（約２万円相当）を無料にて提供しています。

４．年間約4,000人の卒業生との繋がり
「英語を学ぶ」という同じ目標を持った友人とSMEAGを通して出会うことにより、世代や国境を越えた国際色豊かな友人を持つことができま
す。1年に約4,000人の学生がSMEAGを卒業していきます。共に学んだバッチメイト（同期生）と連絡を取り合うことで、韓国や日本だけで
なく、世界に羽ばたいたSMEAGの生徒とのネットワークを形成することができます。多国籍の友人との人脈が広がることもSMEAGの魅力の
一つです。

５．様々な選択が可能なSMEAG Pathwayプログラム
SMEAGは、フィリピン国内のプライベート語学学校で唯一の公認IELTSセンターです。また、唯一のGAC教育センターでもあります。オー
ストラリア・カナダ・アメリカ・イギリス・シンガポールなど様々な国の大学や研究機関の連携により、確実で効果的な研修プログラムや海外
の大学入学プログラムを学生に提供することができます。



【フィリピンで唯一の公式試験会場】

IELTS Testing Venue
•フィリピンの教育法人初 のブリティッシュ·カウンシル公式認定試験場（2011年7月に正式認可）。
•SMEAGの生徒をはじめ、外部の受験者もまた、SMEAG 2nd Campus - Classic（マボロ）にてIELTSを受験することができます。

IELTS Resource Center
•SMEAGフィリピンの教育センターとブリティッシュ·カウンシルが運営管理している資料を提供します。訪問者はそれらの資料を無料で観
覧することができます。
•IELTS学習に必要な教材や実践練習問題集、オーディオCD、DVD、英国留学情報、海外有名雑誌などIELTS最新の情報をご用意しており、
公式試験の申し込みも行えます。

ETSから正式な許可を受けたフィリピンで唯一の公認 TOEIC L / R試験場とS / W試験場保有（2012年7月に正式認可）
•SMEAGの生徒をはじめ、外部の受験生たちもまた3rdCampus - Capital（グアダルーペ）でTOEIC公式試験を受験可能です。



【豊富な講師陣】

Step 1 SMEAGが開発したIELTS・TOEIC・Cambridge・ESLの研修プログラム（8週間）

Step 2
3ヶ月に１度のブリティッシュ·カウンシル主催IELTS講師トレーニング、ETS TOEICセミナー、CIACIE連携
プログラムを通じた専門的なトレーニング。

Step 3 定期的なSMEAG独自の評価試験実施。IELTS・TOEIC・Cambridgeの講師になるための認定試験実施。

Step 4 SMEAG教育開発チームとアカデミック部門の承認をうけ、SME専門講師として採用。

SMEAG専門講師養成プログラム

プロからの講師育成トレーニング（ブリティッシュ·カウンシル主催）
•SMEAGの教師たちは、IELTSについての常に正確な知識を保持するために、IELTS専門試験官から定期的にトレーニングを受けています。
•ブリティッシュ・カウンシルとの連携は、講師のレベルを向上させることにもつながっています。

フィリピンで最多の多国籍学生数
•SMEAGはフィリピンにある300余りの教育機関と比較して、多国籍の学生（韓国・日本・中国・台湾・ベトナム・ロシア）が集まって
います。（韓国の学生60％、日本学生30％、その他ベトナム・台湾・中国・ロシアの学生10％）
•多国籍の学生がお互いに協力して充実した勉強生活が行えるように、様々な工夫をしています。
(例 グループレッスンクラス（1:2～1:8）、ボランティア活動など)
•韓国人・日本人・ベトナム人・中国人・ウクライナ人のマネージャーがそれぞれの国籍の生徒に対応し、学生の早期適応と英語力向上のため
に最善を尽くしています。



OSM ( Online Student Management ) System
学生管理システム

•学生の個人情報を管理し、
確認（名前、性別、国、コース、開始日、卒業式の日、レベル、スケジュールなど。）
•クラスのスケジュール、出席状況、成績など学習面での
学生のスケジュール管理

※英語の初心者のためのStep-Up Program
ABCが分からなくても問題ない！自信を持たせる語彙力向上プロ
グラム！
SMEAGには英語の基本に自信がない状態でいらした方もたくさ
んいます。そんな方のためにスパルタキャンパスだけの特別コー
スがございます。重要な単語、熟語暗記と基本的な文の繰り返し
学習によって短期間で英語に対する自信が持てるようにプログラ
ムされたものです。多くの語彙と基本的な会話能力を向上させる
ことで英語の基礎力をかため、英語学習の効果を高めるための準
備プログラムです。

1.適用対象
◦SMEAGレベルテスト基準初級3段階（1L、1M、1H）の方は
参加義務
◦英語の文章構造における全体的な基礎がない学生（例：英作文が
作れない、英語の質問の意味を理解できない。）
◦自分の学習方法に自信が持てずに困っている学生
2.規定
◦4週間の内、出席率90％未満で警告1回
◦3回連続で欠席した場合は警告1回
◦Weekly Test不合格者は金曜日の夜は外出禁止
3.授業内容
◦Music ◦Memorization
◦Vocabulary ◦Idiom
◦Repetition ◦Speak Up Loudly ◦Test



ESL 
INTENSIVE 

早朝授業90分
マンツーマン×90分3コマ
グループ×90分1コマ
選択授業×90分1コマ
夜間授業120分
平日外出禁止、土曜日TOEIC模試参加必須、
日曜日夜に1コマ授業有。

Cambridge 
Exam 

早朝授業90分、
マンツーマン×90分1コマ
1：2クラス×90分2コマ
グループ×90分1コマ
選択授業×90分1コマ
夜間授業90分
※入学した生徒はスパルタキャンパス規律に準じ
ていただきます（滞在期間中、すべての朝・晩ス
パルタ授業参加義務あり）

教室
1:1教室 、グループ教室 , Meeting Rooms、自
習室

一般寮

プレミアム

1人部屋 , 2人部屋、3人部屋

2人部屋 、3人部屋

キャパシティ 330名（プレミアムドミトリー含）

設備
レストラン、売店、プール、TVラウンジ、ス
ポーツジム、バスケットボールコート、バドミ
ントンコート、バレーボールコート

ESL General 

早朝授業90分
マンツーマン×90分3コマ
グループ×90分1コマ
選択授業×90分1コマ
夜間授業120分
土曜日TOEIC模試参加可能。
4週間は早朝夜間授業参加必須。

IELTS 

早朝授業90分、
マンツーマン×90分2コマ
グループ×90分1コマ
グループ×90分1コマ
選択授業×90分1コマ
夜間授業90分
※グループレッスンは1:2～1:8

公式試験会場
IELTS 公式試験会場
IELTS リソースセンター

教室 1:1教室 、グループ教室, 講義室、自習室

寮 1人部屋 、2人部屋 、3人部屋

キャパシティ 275名

設備

レストラン、売店、スポーツジム、卓球、バス
ケットボールコート、バドミントンコート、バ
レーボールコート、ゴルフ練習場、TVラウン
ジ

ESL General 

早朝授業、
マンツーマン×3コマ、
グループ×1コマ、
選択授業×1コマ、
夜間授業、
土曜日TOEIC模試参加可能。
4週間は早朝夜間授業参加必須。

Business

早朝授業、
マンツーマン×3コマ、
グループ×1コマ、
選択授業×1コマ
夜間授業、
土曜日TOEIC模試参加可能。
4週間は早朝夜間授業参加必須。

TOEIC 

早朝授業90分、
マンツーマン×90分2コマ
グループ×90分1コマ
選択授業×90分2コマ
夜間授業90分

公式試験会場 ETS 公認 TOEICセンター

教室 1:1教室 、グループ教室、会議室、自習室

寮 1人部屋 、 2人部屋 、3人部屋

キャパシティ 395名

設備
レストラン、売店、スポーツジム、シア
タールーム、卓球スペース、TVラウンジ

Sparta campus Classic campus Capital campus 

2006.06
設立

2008.05
設立

2012.07
設立



【一般英会話コース】

SMEAG ESLのレベルは大きく5段階に分か
れており、それぞれの段階にLow/ Medium / 
Highと細分化され、全体で15段階のレベルの
設定をしています。
1.新入生は初日に4つのモジュール
（Speaking、Listening、Reading、
Writing）で構成される入学試験を受験します。
2.各モジュールのテストの成績を通して学生の
実力にあったクラス・レベルに合った教材・講
師が選定され授業のスケジュールが決まります。
3.SMEAGオリジナルのESL教材（1冊20ス
テップ・4週間分）を利用して授業は構成され
ています。
4.4週間に1度のProgress Test（レベル
チェックテスト）を介して、個々のレベルに
合った新しいクラス分けが行われます。

1:1Class（Speaking）
・ 1:1Class Speaking

1:1Class（Speaking,Listening）

※（時期に応じて変動有）

1:1Class（Reading,Writing）



【TOEIC Course】

•米国ETS社の厳格な認証査定を経て、TOEICの公認試験会場に
なりました。

•ETS社からTOEIC試験の最新情報や出題傾向を提供されています。
•韓国で有名なTOEIC対策の学校で7年のキャリアを積んだ人気講

師が、定期的に講師のトレーニングを行うことにより、授業の質
をより一層高めています。

•定期的にTOEICの模擬試験を生徒と共に受け、試験形式に慣れて
いきます。

•最新の出題傾向を徹底分析して、授業に取り入れています。



【ビジネスコース】

1:1Class（Speaking）
・ 1:1Class Speaking

1:1Class（Speaking,Listening）

※（時期に応じて変動有）

1:1Class（Reading,Writing）
ビジネスコースはAchievegoal・SMEトレーニング
センターが共同開発したプログラムを提供。
短期間でも効率的な学習効果が得られるようプログ
ラムが構成されています。

ビジネスコースの構成例
1.基本的なビジネス英語力の習得
2.ディベート学習を通して実践的な英語力を習得
3.ConversationとDiscussionsの様々なテーマを
通じた聞き取り能力の向上
4.学習テーマに関連する文章読解力の向上
5.Speaking領域のうち、特に英語での生活のハイ
ライト表示
6.流暢な会話によるコミュニケーション力の向上
7.日常生活に使われるWriting Skill習得
8.様々なジャンルのReading能力の向上
9.基本的な自己学習方法：辞書を使用する、Self-
learning、Dictation方法



【IELTS Course】

ケンブリッジ大学の試験機関（University of Cambridge ESOL 
Examinations）、ブリティッシュ·カウンシル（British Council）、
オーストラリアのIDP（IELTS Australia）によって共同開発された国
際的な英語能力判定試験です。
米国では3000を超える教育機関がTOEFLの他にIELTSのスコアも認
定しています。イギリス・オーストラリア・カナダ・ニュージーラン
ドなどの英語圏に留学や移住を考えている人たちの英語能力を測定す
る試験です。



【Cambridge Course】

SMEAGは、科目別（Reading、Speaking、Listening、
Writing、Use Of English）に講師を分け、専門的な教育を通じ
て、学生に試験に必要なスキルと最新の情報を与えることができ
るプログラムです。

フィリピン初唯一のケンブリッジ準備コース
•フィリピンにある教育機関で初めてケンブリッジ準備コースを

行ったのがSMEAGです。
•セブで唯一の公認試験会場であるCIEへのアクセスが便利です。

定期的なトレーニングと認定試験
•SMEAGはケンブリッジセンター認定の教育機関CIEとの連携プ

ログラムを通じて、定期的なトレーニングを受けています。
•SMEAG講師が定期的に実際の試験を受けて、最新の試験情報

を学生に提供しています。
最新の資料提供
•ケンブリッジ検定準備コースの学生は、SMEAGオリジナルの

ケンブリッジに関する情報・資料を利用することが可能です。



【体験レポート①】

今後の日本は内需が縮小していくことは統計的にも明らかで、当然のようにグローバル化が
叫ばれています。そのため、英語を短期で安く効果的に習得出来るフィリピン・セブ島留学
をより多くの人に知ってほしいと考え、私が主宰する塾の生徒たちとセブ島英語合宿を行い
ました。セブの語学学校では、日本人の若者が自信を持って、楽しそうに英語を学んでいる
姿がとても印象的でした。スピーキングが主体となっているカリキュラムで、英語を話すと
いう事が前提で授業が進行する為、英会話が出来ないというコンプレックスを持つ方にとっ
ては、英語に対するアレルギーがなくなり、楽しく学べる環境が揃っていると感じました。

株式会社監査と分析 取締役
中央大学ビジネススクール客員教授
勝間 和代 様



【体験レポート②】

フィリピンで英語を勉強してきました。
色々と予定が二転三転変更になったのですがようやく6月頭より1週間英語の勉強でフィリ
ピンに行ってきました。初のフィリピンということで到着までばたばたとしたのですがなん
とか学校の近くのホテルに居を据えて1日9時間の猛勉強を開始しました。
学校近くはとても安全な場所で近くにショッピングモールもいくつかあって勉強に集中でき
る環境でした。学校の構内は綺麗で涼しくほとんどがマンツーマンの授業だったのですが優
秀な先生に恵まれずいぶん上達したように思います。
生徒さんは高校生から社会人、主婦と幅広く、一緒に勉強したのですがランチタイムなどは
他の学生の皆さんとも交流し息抜きも出来ました。そして最終日は英語でのプレゼンテー
ション。 皆さん熱心に勉強した成果か素晴らしいプレゼンテーションばかりで感動しまし
た。私もLINEのビジネスプレゼンテーションを英語でやりました。フィリピンでもLINEが
広まりつつあって先生方の中にユーザーの方が多く嬉しい機会となりました。なかなか普段
忙しい方々でもこのようにまとめて時間を作ると効率的に語学が勉強出来本当にお薦めです。

LINE株式会社 代表取締役 森川 亮 様 ※森川様のブログを一部抜粋



【体験レポート③】

弊社ではビジネスの急速な海外展開が背景にあり、その一環として、2012年7 月から英語
の社内公用化を正式に導入し、完全移行に向けて社員の英語力向上が必要となってきました。
その流れで、コストパフォーマンスの高いセブ島での英語留学を選びました。コスト面だけ
でなく、フィリピンの講師が持っているホスピタリティ、そしてマンツーマンでの授業も決
定したポイントです。
また、フィリピンは日本との時差が一時間しかありませんので、日本とコミュニケーション
を取らなければならない時にも、時差を気にしないでいい点も良いですね。

楽天株式会社
グローバル人事部グローバル人事部 副部長
Englishnization Project リーダー

葛城 崇 様



【体験レポート④】

学校ではマンツーマンレッスンやグループレッスンなどカリキュラムがバランス良く構成さ
れているので毎日飽きずに受講する事が出来ています。最初は授業数の多さについていける
かが不安でしたがバッチメイトや留学先での友達のおかげでとても充実した毎日を過ごす事
が出来ています。週末の休みにどこに出かけるかなどの休み時間などで友達と決めてその為
に授業を頑張るなど、メリハリを持って留学に参加する事で1コマ1コマ集中して受講でき
ていると感じます。フィリピン留学学校では韓国人と日本人を中心に台湾人やロシア人、ベ
トナムからも来ている方がいて授業のカリキュラムを通して様々な違いや発見があります。
同世代の海外の人たちがどんなことを考えているのかや将来どうしたいのか等明確な目的が
あったり探している段階であったり日本の子たちと同じ部分もあったりと直接経験出来る事
は英語を学ぶ事以上にとても良い経験になります。これから英語を身につけたくさんの外国
人の方とコミュニケーションが取れるようになりたいです。

高橋 良佳 さん 10代女性
コース：一般英語コース 留学期間：4週間



【体験レポート⑤】

学びたいという気持ちと継続する意志さえあれば、年齢・性別など関係無く充実した留学を
することができると今回の留学を通して感じました。親子以上に年齢の離れた仲間を得たこ
とも日本ではなかなかできない体験でした。そして何より、英語を学ぶということを通して、
まだまだ成長し続けることができるという喜びを感じることができました。今後のことはま
だ決めていませんが、今回の留学で身につけた英語と自信を活かして、人の役に立つことを
やっていきたいと思います。大満足の3ヶ月でした、授業の中ではフィリピンの抱える国内
事情や文化などについても知ることができ、また韓国や台湾などのお国柄についても話が聞
けました。逆に日本について考えさせられることも多々ありました。学校生活では、他の学
生と自分を比較し、自分の足りないところを実感し、自分の英語力の問題点を実感として知
ることができたことも大きな収穫だったと思います。

渡邉 文佳 さん 60代男性
■ コース：一般英語コース ■ 留学期間：12週間



【Campus Life ①】



【Campus Life ②】



【Sparta Campus Gallery】

〈Sparta校舎外観〉 〈Pool Side〉 〈1～2名部屋〉

〈食堂〉 〈マンツーマンレッスン〉 〈グループレッスン〉



【Classic Campus Gallery】

〈Classic 校舎外観〉 〈GYM〉 〈1～2名部屋〉

〈IELTSセンター〉 〈マンツーマンレッスン〉 〈グループレッスン〉



【Capital Campus Gallery】

〈Capital 校舎外観〉 〈Admin office〉 〈1～2名部屋〉

〈TOEICセンター〉 〈マンツーマンレッスン〉 〈シアタールーム〉


