
旅人達の英会話スクール
CROSS×ROAD 学校案内



学校プロフィール
世界への旅をサポートする 
世界で唯一の英語留学

CROSS×ROAD（クロスロード）は 
世界一周・ワーキングホリデー・海外へ
の転職など、これから海外にチャレンジす
る旅人達を応援するフィリピン・セブにあ
る英会話スクールです。 
世界一周をした日本人オーナー夫妻、ス
タッフをはじめ、同じ夢を持つ仲間ととも
に国際的なリゾートであるフィリピン・セ
ブで過ごす留学生活は、あなたにとってか
けがえのない財産になるはずです。



クロスロードだから出来ること① 
～留学１２週間前からのオンラインセッション～

留学12週間前から英語学習計画の立案と
日々の英語学習をサポート。 

留学前に事前学習として英語の基礎の勉強を
始めていただき、ある程度英語をしゃべれる
状態でフィリピン・セブ留学をスタート！ 
あなたの留学をスムーズに、そして留学によ
る英語の学習効果を最大化します！ 

一緒に留学生活を送ることになるオーナーで
ある世界一周夫婦タク&ミユもしくは同じく
世界一周夫婦である大輔&真弓と留学12週間
前より毎週話をすることで生活面、勉強面、
旅・留学前の不安も完全に解消します！ 

※ 12週間前のセッションは1ヶ月以上滞在される生徒さ
んのみ実施しています。



クロスロードだから出来ること② 
～旅人が集まり夢を語り合い高め合う「場」～

CROSS×ROADの生徒さんのほとんどは、これ
から世界一周の旅に出たり、カナダやオース
トラリアのワーキングホリデーに参加したり、
海外ボランティアや海外就職を目指す方たち
です。 

これから世界中に旅立っていく仲間と同じ釡
の飯を食べ、一緒に生活し、共に励まし合い
ながら英語の勉強や今後の夢を語り合ってい
くことになります。 

このような海外で活躍することを志す人たち
が集い、高め合える「場」こそ、私たちが皆
さんに提供できる最高のサービスだと思って
います。そしてここで知り合った仲間こそが
あなたにとって本当に大切な財産になると信
じています。



クロスロードだから出来ること③ 
～居心地の良いゲストハウスのような居住空間～

CROSS×ROADは国際的なリゾート地であるセブ
の高級住宅地の中に一軒家を賃貸して校舎兼宿
舎にしています。そのため、他の学校と比べて
アットホームで快適な環境を提供しています。
セブの裕福な家に滞在していただくことになり、
他校のようにマンションビル内を改造した宿舎
や学校用に建設された施設とは異なります。 

また、住宅街全体が四方を壁に囲まれ、住宅街
の出入りは24時間ガードマンが監視しているた
めセキュリティの心配はありません。各部屋に
はトイレ・バスを完備しており、校舎の裏庭に
は専用のプールもあります。 

食事は基本的にフィリピン料理と日本料理です。
料理上手なシェフ、ハウスキーパーのNene (ニー
ニ) と Lyn (リン) の作る料理は絶品です。 



クロスロードだから出来ること④ 
～完全オーダーメイドのカリキュラム設定～

実際、英語学校に入学される時、英語の授業
についていけるかどうか？本当に英語力が伸
びるのか？心配ではありませんか？  

CROSS×ROADの定員は3~40名と小規模かつ
アットホームな学校です。そのため生徒さん
お一人お一人に丁寧な指導をさせていただい
ています。 

具体的には入学後すぐにお一人お一人と面談
を行い、完全オーダーメイドのカリキュラムを
設定します（来校時に1時間程度の面談を行い
ます。）。もちろんいつでもカリキュラム変
更の御相談に乗らせていただいており、変更
も自由にできます。 



クロスロードだから出来ること⑤ 
～充実した講師陣～

フィリピンは英語を公用語としており、きれ
いなアメリカンアクセントの英語を話す人が
たくさんいます。その中でもCROSS×ROADの
講師陣は選び抜かれた精鋭です。私たちは厳
格な採用基準に従って採用活動を行っていま
す。そのため当校の採用倍率は10倍程度（10
人面接して１人の割合で採用）となっていま
す。 
 
　　　　クロスロードの採用基準 
　　　　①文法力（全員にテストを実施） 
　　　　②発音（アメリカンアクセント） 
　　　　③人柄・パーソナリティ



クロスロードだから出来ること⑥ 
～リーズナブルな価格設定～
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4週間125,000円から留学していただけます。 

フィリピン留学だからこそ、CROSS×ROADだからこ
そできる料金設定です。 
※1）1人部屋Eを2名で使用していただきます。 
※2）1人部屋Aは狭くバス・トイレが共同、1人部屋
Bはバス・トイレが共同、1人部屋Cは専用のバス・
トイレがお部屋の外に設置、1人部屋Dは専用のバ
ス・トイレがお部屋の中にあります。 
※別途入学金15,000円と水道光熱費をいただいてお
ります。 
※最短で1週間～の留学を受け入れております。 
※最新の料金表はHPをご参照下さい。 

　http://crossxroad.com/

http://crossxroad.com/


フォトギャラリー①



フォトギャラリー②



メッセージ
2011年4月より私たちは世界一周の旅に出ました。
旅はここフィリピン・セブで英語留学することか
ら始まり、私たちの旅は本当に素晴らしいものに
なりました。 

旅にせよ、ワーキングホリデーにせよ、海外で働
くにせよ、英語が出来ると圧倒的に世界が広がり、
濃い経験が出来るようになります。 
 
旅後、私たちは一人でも多くの人にこのような経
験をしてもらいたいと思い、私たちが理想的だと
思える学校を作りました。それが　CROSS×ROAD
です。今は仲間も増えて、同じく世界を旅行した夫
婦である大輔&真弓と力を合わせて学校を運営して
います。是非、CROSS×ROADに来ていただき一緒
に英語の勉強をスタートさせましょう！ 

岡本琢磨&未幸 
平田大輔&真弓



確認事項①
・最初の月曜日・・・授業はありません。 

オリエンテーション、カリキュラム決めを行います。 その他、買い物、visa写
真、両替、ATMにお連れします。(月曜日チェックテスト義務) 

・金曜日・・・変則スケジュール 

マンツーマンレッスンが普段の半分の時間になり午前中に終わります。午後は希
望者参加のエッセイ orアクティビティ。その後クロスロード名物のスピーチクラ
スがあります。夕食はありません。ご自身で用意していただくか、外食をお願い
します。 

・土日祝(急な祝日あり) 

朝食のみ。授業はございません。
フィリピンでは、1～2週間前に急に政府が祝日を発表する場合が年に何度かござ
います。日本の感覚ですと非常に理解しがたいのですが、この場合も学校はお休
みとなります。この際の返金はできませんので、恐れ入りますがあらかじめご了
承ください。

洗濯機、乾燥機を使用可能ですが有料となります。

・部屋、設備 

日本のホテルのような設備を期待されている方、神経質な方はお気をつけくださ
い。快適な環境作りを心がけておりますが、新しい施設では無いですし、フィリ
ピンゆえの粗は少なくありません。
(シャワーの水圧、扉の立て付けなど、、、)

何か故障やトラブルなどの際、こちらでできる対応は全力で致しますが、お時間
がかかってしまう場合もございます。

お部屋のトイレ・シャワーが故障した場合、修理ができるまで共用のトイレ・
シャワーをお使いいただきます。

虫は少なくないです。
お部屋用の蚊除けとして「押すだけベープ」の類のものがあると便利です。

WIFI環境はございますが、完璧ではございません。 不具合が無ければ共有ス
ペースでは問題なくインターネットをお使いいただけますが、 自室の中では繋
がらない場合がございます。 8棟ある校舎全てにWIFI環境がございますので、よ
ほどの事がない限り、校内全てでインターネッ トが終日使えなくなるという事
はございませんが、ご宿泊中の棟に不具合が起きた場合は、他の棟 でのご利用
をお願いする事があります。 

留学中のお部屋移動については、施設の大きな不備や特別な事情がある場合を除
き、基本的には承っ ておりません。 

   



確認事項②
・先生の交代、時間変更 

翌週の変更希望は木曜日午前中までにお知らせ下さい。指名はお約束出来ませ
んが、先着順でできる限り要望に沿った形でご用意させていただきます。
     
・メイクアップクラスについて 

先生の遅刻、早退、お休みなど、学校都合で授業が行われなかった場合、基本的
には代理の先生を 手配致しますが、できなかった場合、1コマ(50分)あたり150ペ
ソを返金させていただきます。予 めご了承ください。 

・校則(ルール) 

予告なく変更になる場合がございます。
守れなかった場合に罰則、罰金が発生する事がございます。

・前泊、延泊について 

クロスロードは日曜日入学、土曜日卒業を基本としています。チェックインは日
曜日午前8時以降、 チェックアウトは土曜日の正午12時とさせていただき、前
泊、延泊は1泊1000ペソを頂きます。 (アーリーチェックイン、レイトチェックア
ウトを含む) 

・費用 

入学金15000円+授業料 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
・SSP(留学許可証):5500ペソ (～30日) 6ヶ月有効 　　　　　　　　　　　　　

・SSP+VISA延長(1回目):8800ペソ (31~59日とその他全員) 

・VISA延長(1ヶ月/2回目/iCard含む):8000ペソ 

・VISA延長(2ヶ月/2回目/iCard含む):8500ペソ 

・VISA延長(2ヶ月/3回目以降):3500ペソ 

・初回VISA延長のみ:3750ペソ (リピーター) 

・水道光熱費 600ペソ/	  週+エアコン従量課金 

　ただし、メーター1週間当たり20目盛り分(約15～20時間)までは無料。 

・テキスト購入:約400円～/冊(レンタル無料)

・空港–学校タクシー:200ペソ/片道 

・空港使用料:750ペソ(出国時) 

・おこずかい(レストランでの食費 約300～400ペソ/回) 
———————————————————————————※あくまでも目安 

・保険について 

クロスロードでは、海外旅行保険への加入をお勧めしています。 日本出国期間
が3ヶ月以内の場合、年会費無料でクレジットカードに付帯の物が便利です お持
ちでない方は、1枚作っておくと便利です。 ※自動付帯のものと、利用付帯のも
のがありますのでお気をつけください。 

また、3ヶ月を超えて海外に滞在する場合は、下記保険会社の海外旅行保険です
とセブの医療機関 でキャッシュレスで医療サービスを受ける事が可能です。 

あいおいニッセイ同和損害保険 朝日火災 AIU保険 エイチ・エス損保 AU損保 
エース保険 ジェイアイ傷害火災 セコム損保 ソニー損保 損保ジャパン日本興亜 
チューリッヒ保険 日新火災 富士火災 三井住友海上 


