
http://www.cipenglish.net

CIP ENGLISH ACADEMY
Discover your hidden English potential

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


Manila

Clark

クラークの概要

クラーク シティは、香港、台湾、シンガポール、日
本、韓国から飛行機で約  3.5 時間の距離にあります。  シ
ンガポールとほぼ同じ大きさで、かつては米国最大の海
外空軍基地でした。  フィリピン大統領直轄の経済特区で
す。 セキュリティ、通信、上下水道はすべて独立して管理
されています。

学生の安全は私たちの優先事項です。  フィリピン
のほとんどの外国人居住者は、安全であるという評判の
ため、クラーク /アンヘレス地域に住んでいます。  CIP の
近くには、ボウリング場、映画館、何百もの店舗、サービ
ス、レストランがある  3 つの主要なモールなど、モダンで
快適な施設がたくさんあります。  道路が広いため、クラー
ク/エンジェルスは大都市に見られる典型的な交通問題や
公害問題を回避できます。

クラーク国際空港は  CIP から車で  20 分の距離
にあり、学生はフィリピンの他の都市よりも ,手軽
に海外・国内旅行をすることができます。
 ビーチ、山、自然保護区、史跡はすべて  CIP か
ら 1 ～ 2 時間の場所にあり、学生はアイランド
ホッピング、スキューバダイビング、   パラグライ
ダー、ハイキング、キャンプ、その他多くのアク
ティビティを楽しむことができます。

クラーク/アンヘレスの国際的な展望
は、英語を学ぶのに理想的な場所で
す。 他の多くの国の人々に加えて、何
千人ものアメリカ人、オーストラリア人、
アジア人、ヨーロッパ人の居住者がいま
す。 CIP の学生には、アウトリーチ活動
やインターンシップ  プログラムを通じ
て、クラークの国際社会と関わる機会が
提供されます。



• スービックまで車で1時間
• マニラまで車で2時間

クラークとアンヘレスの眺め



   CIP ENGLISHを選ぶ理由

CIP ENGLISHでは、ネイティブ スピーカーとのマンツーマン クラスやネイティブ スピーカーがいること
によって、自然な英語環境が作り出されます。

ネイティブスピーカーのマンツーマンクラスを提供
– CIP English は、ネイティブのマンツーマン クラスの最先端であり、フィリピンでネイティブ クラスを
運営する多くの ESL 学校に影響を与えています。
– ネイティブのマンツーマン授業をより教育的なものにする方法や、フィリピン人の教師と協力する方
法について考えてきました。
– ネイティブのマンツーマン授業を比較的低価格で受講できるのもメリットです。 米国とカナダの ESL 
学校の半分の費用で留学が可能となります。

フィリピン人講師とネイティブスピーカーの相乗効果！
– フィリピン人教師の強みはよく知られています。 しかし、彼らにとって英語はマスターされた第二言
語であり、決して母国語ではありません。 英語を学ぶことがどれほど難しいかを知っているフィリピン
人教師は、文法、語彙、基本的な会話、パターンを上手に教える方法を知っています。
– フィリピン人教師の長所と短所を認識し、学習者により良いプログラムを提供する必要があります。 
加えて、ネイティブ スピーカーから授業を受けることで、あたなの英語がより洗練された方向に導か
れます。
– CIP Englishでは、フィリピン人教師とネイティブスピーカーが協力しています。 ここでは、アクセント
とイントネーションがより正確になり、表現がより豊かで深くなります。 ネイティブが話す実用的な英語
です。



学問的目標の追求
– CIP ENGLISHでの滞在中、私たちはあなたの英語力と成績を向上さ
せる責任があります。 毎週あなたの成績とレベルを確認し、フィードバッ
クを提供します。
– 生徒のレベルに応じてクラススペース/建物が分かれています。 (2023
年以降)

50分クラス
– フィリピンのほとんどの ESL 学校は、お金を節約するために 45 分間
の授業 (5 分間の休憩) を好みます。 ただし、これはクラスへの没頭を
減らすという逆の効果をもたらす可能性があります。
- CIP Englishが「授業50分+休憩10分」にこだわる理由は簡単です。 あ
なたの体と教師が覚えている50分のクラスが最も効果的であると私たち
は信じているからです.

リフォームで新たな環境をご提供！
– パンデミック後の再開には徹底的な改造が必要でした。 これは、学校
が2年以上閉鎖されたため、ほとんどの施設が自然に損傷したためで
す。
– CIP Englishは2022年初頭からキャンパス全体の改装を行っていま
す。使用する教室やゲストルームはまったく新しい環境になります。 快
適にお過ごしいただけるよう、細部まで気を配ります。



コース
2022年3月1日リニューアルオープンに伴うCIP ENGLISH ACADEMYのコース
案内です。



コース レギュラークラス オプション 

インテンシブESL マンツーマン(4)、ネイティブ小グループ(2)、グループ(2)、自習(2)、ウィークリーテスト

レギュラーESL マンツーマン(4)、ネイティブ小グループ(2)、グループ(1)  (1) 

ネイティブESL マンツーマン（3）、ネイティブのマンツーマン（1）、ネイティブの小グループ（2）、グループ

（1）  (1) 

ライト ESL マンツーマン (4)  (1) 

スピーキングマスター マンツーマン（6）、ネイティブ小グループ（2）  (1) 

ネイティブマスター マンツーマン (5)、ネイティブ マンツーマン (1)、ネイティブ 小グループ (2)  (1) 

ビジネス マンツーマン(4)、ネイティブ小グループ(2)、グループ(1)  (1) 

IELTS インテンシブ
マンツーマン（4）、ネイティブ小グループ（2）、IELTS小グループ（2）、グループ(1)、自習(2)、
ウィークリーテスト、IELTS模擬テスト(土曜日)  

コースカリキュラム



コース レギュラークラス オプション

IELTS点数保証
マンツーマン（3）、ネイティブ小グループ（2）、IELTS小グループ（2）、グループ(1)、IELTSミッ
ション(2)、自習(2)、ウィークリーテスト、IELTS模擬テスト(土)

TOEFL インテンシブ
マンツーマン（5）、ネイティブ小グループ（2）、グループ（1）、自習（2）、ウィークリーテスト、

TOEFL模擬テスト（土曜日）

TOEICレギュラー マンツーマン(4)、ネイティブ小グループ(2)、グループ(1)  (1) 

TOEIC点数保証
マンツーマン(4)、ネイティブ小グループ(2)、グループ(1)、TOEICミッション(2)、自習(2)、
ウィークリーテスト、TOEIC模擬テスト(土)

初等英語 マンツーマン (5)、復習と実践 (1)

ジュニアESL マンツーマン（5）、ネイティブ少グループ（1）、グループ（1）、復習と実践(1)

ジュニアネイティブ
マンツーマン（4）、ネイティブマンツーマン（1）、ネイティブ小グループ（1）、グループ（1）、復
習と実践（1）  

ジュニアIELTS マンツーマン(6)、ネイティブ小グループ(1)、復習&練習(2)、ウィークリーテスト、IELTS模擬

テスト(土曜日)  

コースカリキュラム

授業50分、休憩10分。 ネイティブ/IELTS 小グループ: 4~6 人、グループ: 8~10 人程度、オプション: 無制限。



インテンシブESL
短期間で英語力を向上させる効果的なスパルタンプログラムです。 1 日 10 時間のクラスと毎週のテストで構成されます。 夜間、NIGHT SUPERVISOR が担当

し、自習を促進し、日常の監視を行います。 
✔ マンツーマン (4 時間): 文法、ライティング、スピーキング、リスニング、口述、読解力、語彙力

✔ ネイティブ小グループ (2 時間): 時事問題、効果的なスピーキング、トピック プレゼンテーション、ロール プレイ英語、アクセント リダクション  
✔ グループ (2 時間): アメリカン アクセント トレーニング、 語彙、イディオム、フレーズ 
✔ 自習（2時間）：その日の授業内容を復習する時間。 NIGHT SUPERVISORの教師によって管理されています。 質問は大歓迎です。

✔ 毎週のテスト (火曜日、木曜日):これまでの学習内容をカバーするテストを週2回実施 

レギュラーESL
レギュラーESLは 、ネイティブおよびフィリピン人の教師によるスピーキングに全体的に重点を置いたセミスパルタ プログラムです。 マンツーマンレッスン4時
間、グループレッスン3時間、オプションレッスン1時間の合計8時間のコースです。 このコースは、フィリピンのセミスパルタ プログラムの伝統的なクラス編成に

従います 。
✔ マンツーマン (4 時間): 文法、ライティング、スピーキング、リスニング、口述、読解力、語彙力

✔ ネイティブ小グループ (2 時間): 時事問題、効果的なスピーキング、トピック プレゼンテーション、ロール プレイ英語、アクセント リダクション  
✔ グループ (1 時間): アメリカン アクセント トレーニング、 語彙、イディオムとフレーズ 
✔ オプション (1 時間): 映画とスクリプト



ネイティブESL
フィリピンの代表的な語学研修プログラム（レギュラークラス）＋1（オプション）にネイティブスピーカーのマンツーマンクラスをプラス。 ネイティブスピーカーから

実践的な表現や発音を深く学びたい方におすすめです。

✔ マンツーマン (3 時間): アクティブ スピーキング、リスニング 、文法、リーディング 、語彙の構築 
✔ ネイティブ マンツーマン (1 時間): スピーチと発音、英語のポッドキャストを学ぶ 
✔ ネイティブ小グループ (2 時間): 時事問題、効果的なスピーキング、トピック プレゼンテーション、ロール プレイ英語、アクセント リダクション 
✔ グループ (1 時間): アメリカン アクセント トレーニング、語彙、イディオムとフレーズ 
✔ オプション (1 時間): 映画とスクリプト

ライト ESL
このコースは、十分な個人的な時間が必要な方や保護者向けです。 

✔ マンツーマン (4 時間): ショートカンバセーション、スピーキング、トラベル イングリッシュ、ワード フォーカス、文法の理解 
✔ オプション (1 時間): 映画とスクリプト

スピーキングマスター
表現、発音、イントネーション、ディスカッション、動詞の活用、慣用句、スラングなど、スピーキングスキルを身につけるための多彩なカリキュラムを提供。 短期

間でスピーキング力をアップさせたい方におすすめです。 
✔ マンツーマン (6 時間): 説得力のある会話、スピーキングの流暢さと正確さ、ストーリーテリング、インタビューとレポーティング、語彙の構築、読み上げと

再話

✔ ネイティブ小グループ (2 時間): 時事問題、効果的なスピーキング、トピック プレゼンテーション、ロール プレイ英語、アクセント リダクション  
✔ オプション (1 時間): 映画とスクリプト



ネイティブマスター
特別なスピーキングプログラムとして、カリキュラムや学習内容は「スピーキングマスターコース」と同じです。  唯一の違いは、ネイティブ  スピーカーとのマンツーマン  
クラスが追加されたことです。

✔ マンツーマン  (5 時間): 説得力のある会話、スピーキングの流暢さと正確さ、ストーリーテリング、インタビュー、およびレポート、語彙の構築、読み、再話

✔ ネイティブ  マンツーマン  (1 時間): スピーチと発音、英語のポッドキャストを学ぶ

✔ ネイティブ小グループ  (2 時間): 時事問題、効果的なスピーキング、トピック  プレゼンテーション、ロール  プレイ英語、アクセント  リダクション  
✔ オプション  (1 時間): 映画とスクリプト

仕事 
ビジネスクラスは、キャリアアップに役立ちます。  このクラスでは語彙、ライティング、リーディング、スピーキングのスキルを向上させ、ビジネス環境で自信を持ってプ
ロフェッショナルに話すことができるようにします。

✔ マンツーマン（4時間）：ビジネスコンセプト、ビジネス英語でのコミュニケーション、社会動向、ビジネス対応  
✔ ネイティブ小グループ  (2 時間): 時事問題、効果的なスピーキング、トピック  プレゼンテーション、ロール  プレイ英語、アクセント  リダクション

✔ グループ  (1 時間): アメリカのアクセントのトレーニング、イディオム、フレーズ

✔ オプション  (1 時間): 映画とスクリプト

IELTS インテンシブ
スパルタコースで、 IELTS に必要なすべてのスキルをカバーしています。  3 年以上の経験を持つ  IELTS 教師とコーディネーターが、アカデミック  スケジュールとスコアを
管理します。  IELTSの学生専用に割り当てられた別の学習エリア（ STAGE 4）に教室があります。  また毎週の  IELTS 模擬テストを実施しております . 

✔ マンツーマン  (4 時間): IELTS ライティング、 IELTS リーディング、 IELTS リスニング、 IELTS スピーキング、 IELTS 語彙と文法  
✔ ネイティブ小グループ  (2 時間): 効果的なスピーキング、トピックのプレゼンテーション、アクセント  リダクション

✔ IELTS グループ  (2 時間): IELTS リーディング、 IELTS リスニング、 IELTS スピーキング、 IELTS 文法 
✔ グループ  (1 時間): アメリカン  アクセント  トレーニング、 IELTS 語彙、イディオムとフレーズ  
✔ 自習（2時間）：その日の授業内容を復習する時間。  NIGHT SUPERVISORの教師によって管理されています。質問が可能 . 
✔ 毎週のテスト : 火曜日 、 木曜日 （自習時間内）

✔ IELTS 模擬試験 : 土曜日に  3 時間 



IELTSスコア保証
このコースは、8 週間または 12 週間という限られた期間内に目標の IELTS スコアを達成するためのカリキュラムが設定されているのが特徴です。 毎週の 
IELTS 模擬テスト。

 
入学資格 
− IELTS 5.5 保証: IELTS 4.0 または同等の英語レベル 
− IELTS 6.0 保証: IELTS 5.0 または同等の英語レベル

− IELTS 6.5 保証: IELTS 6.0 公式スコア

学習期間に合わせたスケジュール

勉強期間 公式試験日 テスト後 利点 

8週間 8週目 帰国

保証スコアが達成されなかった場

合、卒業後１年以内であれば再入

学が可能です。（授業料が同額で

あれば他コースへの変更も可能）

授業料は４週間無料。ただし、寮費

・現地費用など授業料以外の費用

は全て個人負担となります。

12週間 第10週から第11週の間
スコア発表前の5ー10日間、希望

の授業を受講可能. 

保証スコアに達しなかった場合は、

その後の授業料が免除されます 
(最大 8 週間)。 ただし、寮費・現地

費用・IELTS試験費用は個人負担と

なります。



✔ マンツーマン  (3 時間): IELTS ライティング、 IELTS リーディング、 IELTS リスニング、 IELTS スピーキング、 IELTS 語彙と文法  
✔ ネイティブ小グループ  (2 時間): 効果的なスピーキング、トピックのプレゼンテーション、アクセント  リダクション  
✔ IELTS 小グループ  (2 時間): IELTS リーディング、 IELTS リスニング、 IELTS スピーキング、 IELTS 文法 
✔ グループ  (1 時間): アメリカン  アクセント  トレーニング、 IELTS 語彙、イディオムとフレーズ  
✔ IELTSミッション（2時間） 勉強会の一種として、学生主導のディスカッションや学習を行います。  教師は議論と学習を促進するだけです . 
✔ 自習（2時間）：その日の授業内容を復習する時間。  NIGHT SUPERVISORの教師によって管理されています。  質問が可能です。  
✔ ウィークリーテスト（火・木）：前学習内容を網羅したテストを週 2回実施

✔ IELTS模擬試験（土曜日）

✔ IELTS公式テスト：初回の受験料のみ学校負担  

TOEFL インテンシブ 
TOEFL iBTのスコアを取得するためのコースで、スパルタプログラムとして運営されています。   
 

✔ マンツーマン  (5時間): TOEFL スピーキング、 TOEFL リスニング、TOEFL リーディング、 TOEFL ライティング、 TOEFL の文法と語彙

✔ ネイティブ小グループ  (2 時間): 時事問題、効果的なスピーキング、トピック  プレゼンテーション、ロール  プレイ英語、アクセント  リダクション

✔ グループ  (1 時間): アメリカのアクセントのトレーニング、イディオムとフレーズ  
✔ 自習（2時間）：その日の授業内容を復習する時間。  NIGHT SUPERVISORの教師によって管理されています。質問が可能です。

✔ ウィークリーテスト（火・木）：前学習内容を網羅したテストを週 2回実施

✔ TOEFL模擬試験（土曜日）

TOEICレギュラー
このコースでは、 TOEICテストの準備をします。  目指すべき就職や昇進のために必要な英語資格取得に取り組みます。

✔ マンツーマン  (4 時間): TOEIC文法、TOEIC リスニング、TOEIC リーデング、TOEIC語彙

✔ ネイティブ小グループ  (2 時間): 時事問題、効果的なスピーキング、トピック  プレゼンテーション、ロール  プレイ英語、アクセント  リダクション  
✔ グループ  (1 時間): アメリカのアクセントのトレーニング、イディオムとフレーズ

✔ オプション  (1 時間): 映画とスクリプト



TOEICスコア保証
厳しい学習環境でTOEICスコアの取得と会話力の向上を両立するコースです。 1日11時間プログラム。

 
入学資格 
− TOEIC 700 保証: TOEIC 450 または同等の英語レベル 
− TOEIC 800 保証: TOEIC 600 または同等の英語レベル 
− TOEIC900点保証：TOEIC740点以上 
 
学習期間に合わせたスケジュール

勉強期間 公式試験日 テスト後 利点

12週間 第10週から第11週 受験後、結果が出るまでスピーキング
マスターコースを受講できます。

保証スコア未達の場合は、その後の

授業料＋TOEIC公式テスト費用を免

除（最長8週間）。 ただし、寮費・現地

費は個人負担です。

✔ マンツーマン（4時間）：TOEIC リーデング、TOEIC リスニング 
✔ ネイティブ小グループ (2 時間): 時事問題、効果的なスピーキング、トピック プレゼンテーション、ロール プレイ英語、アクセント リダクション 
✔ グループ (1 時間): TOEIC リスニング、アメリカン アクセント トレーニング、イディオムとフレーズ 
✔ TOEICミッション（2時間）：一種の勉強会として、学生主導のディスカッションと学習を行います。 教師は、議論と学習を促進するだけです。 
✔ 自習（2時間）：その日の授業内容を復習する時間。 NIGHT SUPERVISORの教師によって管理されています。 質問が可能です。 
✔ ウィークリーテスト（火・木）：これまでの学習内容をカバーするテストを週2回実施

✔ TOEIC模擬試験（土曜日） 
✔ TOEIC公式テスト：受験料は学校が負担



初等英語 (5 ～ 11 歳)
このコースでは、学習者の言語学習戦略を活用します。 私たちは、重要な基本機能を実行し、英語の本質的な構造を使用する学生の能力を構築すること

を目指しています 
 

✔ マンツーマン (5 時間): スピーチと発音、初めての作文、語彙の構築、リーデング、リスニング、文法 
✔ 復習と実践 (1 時間): 教師の指導の下、その日の学習内容を復習します。 
 

ジュニア ESL (12 ～ 15 歳)
このコースは、ジュニア向けのスピーキング中心のカリキュラムを提供します。 ジュニア教育の経験を持つ教師が、授業に興味を持ってもらえるよう工夫し

行います. 
✔ マンツーマン (5 時間): スピーチと発音、リスニング、読解力、プレゼンテーションクラス、パラグラフ＆エッセイライティング、文法＆構造 
✔ ネイティブ小グループ (1 時間): トピックの会話、ディベート、ディスカッション 
✔ グループ (1 時間): アメリカン アクセント トレーニング、ストーリーテリング 
✔ 復習と実践 (1 時間): 教師の指導の下、その日の学習内容を復習します。 
 



ジュニアネイティブ（12～15歳） 
カリキュラムや運営はジュニアESLコースと同じですが、違いはネイティブスピーカーによる集中的な発話・発音トレーニングが受けられることです。

✔ マンツーマン (4 時間): リスニング、読解力、プレゼンテーション クラス、エッセイの書き方、文法と構造 
✔ ネイティブ マンツーマン (1 時間): スピーチと発音、英語のポッドキャストを学ぶ 
✔ ネイティブ小グループ (1 時間): トピックの会話、ディベート、ディスカッション 
✔ グループ (1 時間): アメリカン アクセント トレーニング、ストーリーテリング 
✔ 復習＆実践（1時間）：先生の指導の下、当日の学習内容を復習します。 
 

ジュニア IELTS (12-15 歳)
公式英語検定を受験する方だけでなく、ジュニア学習者の中で実践的なスピーキングを体系的に学びたい方にもおすすめのコースです。 
 

✔ マンツーマン (6 時間): IELTS ライティング、IELTS リーディング、IELTS リスニング、IELTS スピーキング、IELTS 語彙、IELTS 文法 
✔ ネイティブ小グループ (1 時間): トピックの会話、ディベート、ディスカッション 
✔ 復習と実践 (2 時間): その日の授業内容を復習する時間。 NIGHT SUPERVISORの教師によって管理されています。 質問が可能. 
✔ 毎週のテスト: 火曜日 - IELTS リーディング、リスニング。 木曜日 - IELTS スピーキング、ライティング 
✔ IELTS 模擬試験: 土曜日に 3 時間



学校
校舎は3棟。 事務室では、授業や先生の交代、相
談などを行っています。  営業時間：8:00～18:00。 
月曜日から金曜日。

マンツーマン教室
グループ教室
アカデミック・オフィス
IELTS教室
自習室

•出席とテストは必須です。
•授業がないときは外出できます。
•学習や生活に支障をきたすことなくリフォームを行い、2023
年初頭の竣工を目指します。

施設と周辺



寮
寮は校舎から徒歩1～3分の場所にあります。  寮
棟は全部で3棟あり、中央にプールがあります。  
各居室には、冷蔵庫、エアコン、扇風機、タンス、
机、電気スタンド、棚、下駄箱、トイレ（温水シャ
ワー）を完備しております。  Wi-FiとCCTVが設置さ
れています。  門限: 月曜日から木曜日、日曜日  - 
22:00。 金曜日と土曜日  - 翌日の午前  1 時。
Single A

•Single B
•Double room
•Triple (Quad) room
•Laundry room
•Smoking room

•22:00以降は部屋で静かにしてください.
•室内への異性の立ち入り、また室内での飲酒、喫煙は固く
お断りします.
•10月1日から飲酒禁止.
•敷地内での一時的に飲酒可。 ただし、ラウンジで金曜日と
土曜日のみ利用可能
•学習や生活に支障をきたすことなくリフォームを行い、2023
年初頭の竣工を目指します。



ほかの施設
CIP English では、建物から建物へと移動し続け
る必要があります。  ここでは、太陽の光、木々、新
鮮な空気を感じることができます。  授業時間外
は、ラウンジでクラスメートや教師とチャットできま
す.

•ラウンジ＆ダイニングホール
•ジム：バスケットボール、バドミントン、ジョギング
•スイミングプール
•学生調理場
•サポートセンター：寮・施設管理、警備、消毒、清
掃等

Meals
1日3食を3名のシェフが調理。  メインメニュー1~2
品、サイドメニュー4~6品、フルーツ、スープが付き
ます。 3週間ローテーション。  学生の国籍比率に
よって提供されるメニューが異なる場合がありま
す。
日曜日はブランチ（10：00～12：30）と夕食が提供
されます。



寮1 寮2 寮3

1人部屋 2人部屋 3人部屋



学生サポートセンター 1対1用のクラス グループ用のクラス

体育館 自習室 ダイニングエリ
ア



CIP ENGLISH ACADEMY
Discover your hidden English potential

http://www.cipenglish.net

EMAIL: cipenglish@gmail.com

ADDRESS: Lots 18 & 19, Block 37, Camia Street, Cutcut, Angeles City, Philippines 
2009

FACEBOOK:  https://www.facebook.com/CIPENGLISH

LINE: cipenglishacademy

SKYPE: onlinecipenglish.coordinator@gmail.com

INSTAGRAM: @cipenglishacademy
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