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15年の教育経験 (2002年より)

設立: 2004年

セブで最初にIEP (スパルタ)をオープンさせた第一人者

15,000人以上の卒業生

固く信頼性の厚いネットワーク

大阪ガス／四天王寺／カリタス／めばえ学園／東京都市大学／聖光
学園／逗子開成中高等学校／富士見が丘／グリミ／ヲングワング／
CUC／ハリム

DOTからフィリピンでESLスクールトップ5の一つとしての認識

ブランド新施設
(20017年10月10日グランドオープン)

概要



学生寮: 300人収容可能

クラスルーム: 380人収容可能

講師陣 : 130人

12のイングリッシュコース
(ジェネラルESL / 試験対策 / ESP)

ウェブサイト : www.evenglish.com

ジェネラル
ESL

ESL クラッシック
パワースピーキング

マンツーマンエクス
テンド

オールマンツーマン

Intensive ESL

試験対策

IELTS
IELTS 保証

TOEIC
TOEFL

ESP

ビジネス
イングリッシュ
ナース
ELCA

SPECS

http://www.evenglish.com


校長 学生マネージャ 日本／ロシア 担当 アカデミックディレクター 副校長

TM / IELTS 担当 ベトナム/タイ担当 韓国担当 台湾／中国担当 スケジューリング

フランス 日本 韓国 フィリピン 韓国

フィリピン ベトナム 韓国 台湾 韓国

チーム紹介



フィリピンNO.１を誇る施設
スクール & リゾート / Shangri-La landscaper
芸術に触れる/ ホテルスタンダード / ユニークな空間

魅力
メインとなる



COACHING EXPERTS

魅力
メインとなる

コーチング
エキスパート

“外柔内剛”

包括的

マネジメント
システム

総体的な教育

報酬システム



TESOL certified

Wider Students community (17 nationalities) 魅力
メインとなる

学生のコミュニティ
17か国からの留学生



魅力
メインとなるTESOL

公認

国際的ティーチング
スタンダードの保証

満たされた公認項目
(CertTESOL / DipTESOL)



スタディ
イングリッシュ



スタディ プラン

1.私は明確な目標があり真のビジョンを持っています。
私はスパルタコースが必要です。

2．私は学び、楽しみたいです。
私はセミスパルタコースが必要です。

STEP 1



デイリークラス

8

必須出席率 : 90%

(クラスを確保できなかった場合は償還

されなければならない)

キャンパス内の宿泊(学生寮)

テスト &セルフスタディ

必須

門限:

月曜日 –木曜日 : 外出禁止

金曜日 : 17:00 - 00:00

土曜日 : 05:00 - 00:00

日曜日 : 05:00 - 22:00

IEP
Intensive English Programs

(スパルタコース)

SP1
INTENSIVE

デイリークラス

8

必須出席率 : 90%

(クラスを確保できなかった場合は償還

されなければならない)

キャンパス内の宿泊(学生寮)

テスト &セルフスタディ

N/A

門限:

月曜日 –木曜日 : 17:00 - 22:00

金曜日 : 17:00 - 00:00

土曜日 : 05:00 - 00:00

日曜日 : 05:00 - 22:00

SIEP
Semi Intensive English Programs

(セミスパルタコース)

SP2
SEMI INTENSIVE

どのようにEVアカデミー

はスパルタコース・セミス
パルタコースの統合を保

証するか？

滞在時
学生のIDカードでの識別
(違った色のカードを使用)

アカデミー
違ったクラスの割り当て

寮
違った部屋の割り当て

全てのレクリエーションの場(コーヒー
ショップ、ヘルスクラブ、スイミングプー
ル、等)はクラスルームとは反対側に

位置しています。

追記

スタディープランの変更やコース変更
可能な場合あり



ESL
クラッシック

パワースピー
キング

マンツーマン
エクステンド

オール
マンツーマン

IELTSコース
TOEIC TOEFL

ナーシング
イングリッシュ

ビジネス
イングリッシュ

ELCA

SP2
SEMI INTENSIVE

(セミスパルタコース)

インテンシブESL

IELTS保証コース

SELECT YOUR COURSESTEP 2
SP1
INTENSIVE

(スパルタコース)



05:30 - 06:00 モーニングコール

06:40 - 07:30 オプショナルクラス

07:00 - 08:00 朝食 / 単語テスト (15 分)

08:00 - 11:55 午前のクラス

12:00 - 13:00 昼食

13:00 - 17:00 午後のクラス

17:00 - 18:00 自由時間 or オプショナルクラス

18:00 - 19:00 夕食 / アクティビティ (30 分 x 2回)

19:00 - 20:00 セルフスタディ

20:00 - 22:00 文章テスト (15 分)

デイリースケジュール

06:40 - 07:30 オプショナルクラス

07:00 - 08:00 朝食

08:00 - 11:55 午前のクラス

12:00 - 13:00 昼食

13:00 - 17:00 午後のクラス

17:00 - 18:00 自由時間 or オプショナルクラス

18:00 - 19:00 夕食 / アクティビティ (30 分 x 2回)

SP1(スパルタコース) SP2(セミスパルタコース)

共通部分

1日8コマ授業

1 クラス = 55 分

少なくとも1日4コマのマンツーマンあり

小グループクラス = 5 人
大グループクラス = 8 人

“楽しい金曜日”

オプショナルクラス

フルーエンシークラス
討論クラス

文法ガイドクラス
ショートフィルムクラス

クリエイティブ読み書きクラス
CNNクラス



level CEFR description

E1 –初級 A1 (Breakthrough)

• 個人的な内容について応答することができる

• 単純な単語やフレーズの含まれた質問に答えることができる

• 自己紹介や個人的な内容について端的に共有することができるが難しいと感じる

E2 –入門 A2 (Elementary)

• 質問内容を理解できるが評価が必要とされる

• いくつかの質問に躊躇と難しさをと感じながらも応答することができる

• おなじみの事柄に関する簡単な情報の交換を必要とする簡単で日常的なタスクでコミュニケーションを図ることができる

• 他者がゆっくり、明確に話を共有した場合シンプル、反応することができる

E3 –初⁻中級
A2 – B1

(Bridging)

• 質問を理解し答えることができるが文法に精通していない

• シンプルな用語や関連した用語を用いて家族や個人的な情報、ショッピング等について主張することができる

• 使い慣れた日常的な事柄に関する簡単で日常的なタスクや情報を伝えることができる

E4 –中級 A

B1

(Intermediate)

• 最初に簡単に理解と応答ができる

• 応答には中断や躊躇が含まれるが完璧に答えることができる

• 精通したトピックや個人的に興味があることについて言葉をつないでシンプルに文章を作ることができる

E5 –中級 B

• 反復や言い回しを用いた質問でも簡単に理解することができる

• 経験やイベント、計画、夢、アンビジョンを説明することができる

• 理由を与え、意見と計画を説明することができる

E6 –中級⁻

B2

(Upper Intermediate)

• 質問に対し簡単に、完璧に反応することができる

• ある程度の流暢さと自発性を持ち反応できる

• 広範囲の話題についてディスカッションすることができる。またトピックの問題について利・不利、どちらの立場に立っても説明

することができる。

E7 - Advanced

C1

(Advanced)

• 比較的自信があり、全ての質問について堪能である

• 様々な話題についてとても優れた構造のテキストを作ることができる

• ありとあらゆる面で柔軟に、また効果的に言語を使いまわすことができる

LEVELS



Felecisima Ma. T Amorado
35年のティーチング経験歴

中等教育の学士号を英語で専攻する(Cum Laude)
英語教育における修士号
ケンブリッジ大学国際試験で認定され、第1言語の英語による授業
科目の設定と評価

Andrea Alegrado
TM1 /テスダ(tesoda)認定トレーナー

Tesol証明書保持者
IELTSコース責任者

2013年からEVカリキュラム開発チームの一員

資格情報
アカデミック

TESOL-基盤
ティーチングトレーニング

最初のトレーニング: 8 週間
強化: 12 か月

継続的なトレーニング: 毎年

+ スマートコンセプト



TESOL

1. EFL 言語方法論
方法とアプローチ
会話的言語のティーチング(CLT)
英会話の構造化
集中型英語

2. 学習スタイル
多重知能
EFLの談話と心理学

3.講師と生徒
べし・べからず
プロ意識
倫理規定(TESOL)

4. レッスン計画

5. 生産スキルを教える
(スピーキング & ライティング)

6. 受容スキルを教える
(リスニング &リーディング

7. 文法と語彙を教える

8. 発音、イントネーション、表明
なスピーチを教える

9. クラスルーム管理
グループクラス
マンツーマンクラス (1:1)
コラボレートティーチング

10. テストと評価
供述をすることができる
能力試験 (TOEIC, IELTS, TOEFL, 
Cambridge)

11. TEACHING STRATEGIES
大人、若者、基本／低レベル

12. EFLと文化的多様性

１２の標準ユニット



ESL
COURSES

(new)



IELTS保証 コース (new)



IELTS GUARANTEED COURSE (new)



JUNIOR CAMPS



We let you design your Junior Camp:
Classes: number and content

Activities: number and content





Over 20

fun activities

you can add

to your 

customized

Junior program





キャンパスライフ



CAMPUS LOCATION新キャンパス スペック: 5,200m2  / スクール & リゾート

5 エリア: ガーデン

学生寮

アカデミー

リクリエーションルーム

プールサイド



キャンパスロケーション



キャンパスロケーション

徒歩圏
コンビニエンスストア
薬局
ファミリーパーク
ローカルコーヒーショップ&レストラン

タクシー
ガイサノカントリーモール、タランバン: 5 分
BTCモール: 5 分
UV 病院: 3 分
マクタンリゾート: 45 分



キャンパス

マップ



Separate floors学生寮





STUDENTS’ RESIDENCES

STUDENTS’ RESIDENCES

１人部屋

2人部屋

3人部屋

4人部屋





The “YMCA feel” quadruple 



学生寮



アカデミック施設





STUDENTS’ RESIDENCES



STUDENTS’ RESIDENCES



STUDENTS’ RESIDENCES



STUDENTS’ RESIDENCES



STUDENTS’ RESIDENCES



CAMPUS LOCATIONキャンパス内のアクティビティ ジム バドミントン

バスケットボールコート ランニングトラック

映画館 マッサージ 卓球

コーヒーショップ

ヨガ キッズプール

ズンバ スイミングプール

ビリヤード

& アメニティ









RECREATIONAL FACILITIES









RECREATIONAL FACILITIES



RECREATIONAL FACILITIES



RECREATIONAL FACILITIES



RECREATIONAL FACILITIES



RECREATIONAL FACILITIES





RECREATIONAL FACILITIES



EVACADEMY CAMPUS



アカデミック的な相談

健康面
応急処置のクリニック & 看護師の常時滞在

交通面
ピックアップ等の送迎 (バン2台 / 車1台 / トラック1台)

代行サービス
SSP申請 & 滞在visa申請

日常ルーティーン
食事 / 掃除 / 洗濯

旅行
情報提供 & 予約

学生
サービス







キャンパスの発展
庭 / ゲート / 屋内のバスケットコート / 芸術 / 追加のリクリエーション施設

アクティビティ
より興味のあるオプショナルクラス & キャンパス内でのアクティビティ
(美術, 音楽, 料理クラス)  
SP3 
スタディープラン “スタディ& ホリデイ” とキャンパス内の宿泊施設 (SIEP)

SOON
coming




