社会人限定

ワンランク上のマンツーマン英語留学

SCHOOL
GUIDE

WHAT

オトナ留学とは
フィリピンで唯一、
オンリーワンの
”社会人専門”語学学校。
私たちが提案する
「オトナ留学」
とは、今までの語学
留学とは異なり、社会人が新たなキャリアアップのた
めに語学習得のみならず、
プラスアルファ
（ビジネス
環境・住環境）
の充実も同時に実現できる留学のこと
をいいます。

始めるのに遅すぎることはない。

あ な たの 英 語 力 向 上 に

最 高 の プロ ジェク ト チ ー ム を ︒

WHY

なぜ多くのオトナ達に
選ばれるのか？
MBAの特長
MBAが社会人から支持される５つの理由があります。
MBAでは社会人の多種多様なニーズにお応えする
事に集中するため、原則学生の受け入れをお断りさ
せて頂いております。本気で社会人のご要望に向き
合ってきたMBAだからこそ実現出来る質の高いサー
ビスがここにはあります。
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FEATURE-01

圧倒的!!

社会人実績 NO.1

MBAではこれまで、約1500名もの卒業生を輩出して
きました。
年齢や英語力は勿論のこと、様々な業種・職種の方
がお越しになられています。留学の目的は様々です
が、
これまで培った経験により、
どんな方にもご満足
頂けるようなレッスンを提供する準備が整っておりま
す。

卒業生の属性と特徴
男女比は約半々
男女比はほぼ半々のため、男女関わらず

男女比

55%

45% 快適にお過ごしいただけます。
男性

6%
16%

21%

滞在期間 10%

5%
8%

6%

28%

7.7%

36.5%

17.3%

レベル
38.5%

女性

卒業生の滞在日数
短期の生徒は会社の休暇を利用される方
が多く、長期の生徒は、転職タイミングの
方が多いです。
1週間

2-3週間

4週間

5-7週間

8週間

9-11週間

12週間

13週間以上

半数以上が初心者
多くの方が初心者もしくは初級からのス
タートとなるため、英語に自信が無い方
でもご安心ください。
超初級者

5%

30%

30%

年代比

初級者

中級者

上級者

年齢は関係ない
生徒様の平均年齢が高いことが当校の
特徴です。40代以上の方でも安心してご
滞在いただけます。

35%

20代

30代

40代

50代

法人のお客様も多数ご利用頂いています。

卒業生はこんな職種の方がいます。
外資系金融関連
外資系金融関連

外資系コンサル関連
外資系コンサル関連

サービス関連
サービス関連

保険関連
保険関連

メーカー関連
メーカー関連

広告関連
広告関連
人材関連
人材関連

卒業生は
こんな職種の
方がいます。

IT関連
IT関連
小売関連
小売関連

満足した点
NO.１

FEATURE-02

オーダーメイド授業

社会人特化校の当校では、限られた期間の中で実
践的な英語を学ぶ必要がある方が多くお越しになり
ます。そのため、生徒様の学びたい内容や達成した
い目標を、十分にヒアリングさせて頂き、個人個人に
合った実効性の高い授業を組み立てる
「オーダーメ
イド型」の授業を実施しています。
また、毎週授業プ
ランの検証を行うことで、必要な軌道修正を随時行
っていきます。生徒様の目標達成に向けて全力でバ
ックアップする。当校が高い満足度を実現する理由
は、
ここにあります。

オーダーメイド授業の流れ

事前
アンケート

初回
ヒアリング

コンサルシート作成

学習
プラン作成

レベルチェックテスト

採用率2%の
講師陣

FEATURE-03

コアティーチャー制度

当校では生徒様一人一人に対して留学中の英語力
向上に責任を持つ、担任(コアティーチャー)制度を
採用しております。
コアティーチャーを通して、
ご本人の要望に応じた体
系的な授業プランを組み立てて参ります。

コアティーチャー制度について

授業のフィードバック

講師陣

コアティーチャー

授業の改善・指揮

授業は各教科担当別に行われますが、授業の進捗、
フ

ィードバックはコアティーチャーによって一元管理され

ます。講師陣は「自分の英語力を伸ばすプロジェクトチ
ーム」
でありコアティーチャーはそのプロジェクトのマネ
ージャーだとお考え下さい。

2週間/40代/映画配給会社勤務

コアテイーチャーという担任の講師がいることで、自分
の立ち位置はどこで、
これからどの分野を伸ばしていか

ないといけないのかを明確に知ることが出来たので、
非常に安心感を持って授業を受けることが出来ました。

また、オーダーメイドでのカリキュラム作成も期待以上

のものでした。私は仕事の関係上交渉術などを要望し

たのですが、具体的なシチュエーションを用意してくれ

たりと、要望を100％満たす授業カリキュラムだったと
感じています。

TESOLを取得した
高いレベルの講師だから、
生徒様満足度NO.1が実現可能！
当校の自慢は何といっても講師のレベルの高さにあ

ります。社会人を相手に授業を行う当校の講師は、

英語の知識のみならず、
ビジネスマナー、政治経済、
各専門業界の知識など英語教師の枠を超えた幅広
い能力が求められます。
そのような基礎能力の高い

講師は少なく採用率はわずか2.0％程度です。その

狭き門を勝ち抜いた後に、
さらに講師としての専門ト
レーニングとしてTESOLの取得を義務付けていま

す。
このような妥協のない選定・育成プロセスこそ、

生徒様満足度が高い大きな理由の一つとなってい
ます。

TESOLを取得した講師達

※TESOL (ティーソル又はテソル) とは

Teaching English to Speaker of Other Languagesの略称で母国語を英語としない人向けの英語教
授法の資格です。

日本でも
学べるのは
当校だけ!!

FEATURE-04

事前事後学習

MBAは留学中だけでなく、その前後のフォローも
可能です。
日本で展開する英会話スクール
「START UP ENGLISH」
、
オンライン英会話スクールMBA ONLINEにより、留
学前のカウンセリング・留学後のフォローアップレッ
スン等、留学の効果を最大化できる環境を整えてい
ます。

留学前後の
よくある悩み

セブで教わった講師と
引き続き勉強したい

留学前にどうやって
勉強すればいいの？

帰国してから継続
しなければ英語力が
維持できないかも ...

そんな悩みも
MBA ならすべて解決

MBAでは様々な授業プログ
ラムをご用意しています。
生徒様のレベルにあった

授業ですので、安心してく
ださい。

MBA 渋谷校

（START-UP ENGLISH）

留学前に、学校に通って英語を学びたい方へ
お仕事の前後に講師とマンツーマンで
授業を受けられます。

MBA渋谷校で
マンツーマン英会話

MBA CEBU

短期留学で英語を学びたい方へ
１週間からお申込み可能です。

MBAセブ校で
短期留学

MBA ONLINE

自宅で英語を学びたい方へ
帰宅後空いている時間を利用して
学習できます。

MBAオンライン校で
気軽に英会話

限られた期間であっても、同じ
講師が授業を受け持ち、ゴー
ルを達成するためのカリキュ
ラムを確認、実践していく
ことで、効果的に学習でき、
思った以上の上達を感じ
ることができました。

MBA３校間で学習コンテンツや
カリキュラムを共有できます

「MBA Portal」
を
利用することで、継続的かつ
効率的な英語学習を実現
生徒の皆様は、上記3校での学習履歴を統合・一元

管 理 する場として 当 校 ポータル サイト（「 M B A

Portal」）
をご利用頂けます。留学期間ならびにMBA

渋谷校（START-UP ENGLISH）
・MBAオンラインで
受講したレッスンにおける講師からのコメント等を
いつでも確認することができる為、自身の強み・弱
み、課題点等をいつでも振り返ることができます。

自分が今何をやるべきなのかを、繰り返しの学習の
中で常日頃から確認しつつ取り組んでいくことで、継
続的かつ効率的な英語学習を可能としています。

「MBA Portal」TOP画面
パソコン・スマートフォンから
いつでも閲覧可能です。

「MBA Portal」
レッスン予約画面
現在の講師の予約状況が
確認できます。

ダントツに
キレイ！

FEATURE-05

学校/宿泊施設

滞在場所はセブ中心地に位置し、清潔感・安全性・
周辺環境・利便性を考慮した2015年完成の宿舎に
なっております。出入口ではガードマンが24時間体
制で警備していますので快適な留学ライフを過ごす
ことができます。

学校施設フォトギャラリー

2015年完成の新校舎

学校内2階の全フロアがクラスルームスペース
となります。広々とした空間であるため充実した
環境の中で学習に励むことができます。

エントランスロビー

SCルーム
（発音矯正）

グループクラスルーム

マンツーマンルーム

英語学習に打ち込める
環境が整っています。

自習室

宿泊施設フォトギャラリー

日本と変わらない
何不自由ない生活環境

宿泊施設は、学校と同じ建物内にあり、
もともと
ホテルとして設計された建物のため、
ストレスの
無い住環境が整っております。宿泊施設内にレ
ストランも併設しています。

ベッド/エアコン
（スタンダード）

ベッド
（デラックス）

洗濯機/乾燥機

コワーキングスペース

Wi-Fi(20Mbps)
も早いから、快適

女性に嬉しい！
セブでは当校だけの
軟水を使用しています。

Wi-Fi

クローゼット/扇風機 ウォーターサーバー（各階）

シャワー室/トイレ

＜部屋内設備＞
ベッド/机＆椅子/ホットシャワー/トイレ/小型冷蔵庫
エアコン/液晶薄型テレビ（CATV付）
クローゼット/洗面台
内線電話/バスタオル/Wi-Fi(20Mbps)
※シンク及び洗濯機は共用スペースに設置しております。

宿泊施設1階 レストラン
「AJITO」

レストラン
「AJITO」
では
おいしい日本食も
豊富に揃っているので
食生活も安心！

レストラン
「AJITO」
で
みんなで楽しいランチタイム
美味しすぎて、
セブでボーノ！

カツ丼
クリームパスタ

生姜焼き定食

その他施設フォトギャラリー
セブ市内の高級ホテル「Crown Regency」
と業
務提携をしており、
ジム及びプールを生徒様に
限り無料にてご利用いただけます。
滞在先コンドミニアムからも徒歩10分程度に位
置しております。
ストレスの溜まる留学ライフのリ
フレッシュに最適です。

Crown Regency プール
Crown Regency トレーニングジム

HOW

MBAメソッド
社会人特有のニーズにお応えする為に
改善を重ねたMBA独自のメソッド
35
30
25
20
15
超初心者レベル

10

初 級 者レベ ル
中 級 者レベ ル

5
0

上 級 者レベ ル

1-4週間

5-8週間

9-12週間

13週間以上

＜グラフの説明＞
・グラフは入学時のレベル別、留学期間別に英語力の伸び幅を表示しています。
・入学時と卒業後に行う4技能テスト
（100点満点）
の結果、
どの程度点数が
伸びたのかを示しています。

しっかりと学習成果が出るからこそ、
卒業生からの評価が高い
グラフが示す通り、たとえ1週間の留学であっても確
実に英語力向上が見込めます。英語初心者程伸び方
は大きくなりますが、自信を持って使えるレベルに達
成するためには最低でも9週間以上、可能ならば12
週間以上の留学期間をおススメしております。

NO

週単位のPDCAサイクルで

01 目的達成を徹底サポート

生徒様の学びたい内容や達成したい目標を、十分
にヒアリングさせて頂き、個人個人に合った授業を
組み立てるオーダーメイド型の授業を実施していま
す。毎週授業プランの検証を行うことで、生徒様の目
標達成に向けて全力でバックアップ致します！
生徒様

MBA

事前アンケート提出

※入学前

お客様情報の把握

PLAN

コンサルテーション（目標設定 / ニーズヒアリング） ※初日
授業プラン作成

DO

レッスン

CHECK

Weekly Feedback 提出（授業評価）
授業内容検証

ACTION

改善授業プラン作成
改善されたレッスン（翌週より）

NO

インプットと実践的アウトプットにより

02 「使うための英語」を習得！

学習した英語は実践の中で使えなければ意味があ
りません。当校では特に実践的アウトプットの充実に
力を入れています。
このインプットとアウトプットの効
果的な循環をコアティーチャー
（担当講師）
が全面サ
ポートいたします。
滞在中の英語力向上に向けて、

担当教師がインプットとアウトプットの循環をサポート

情報のインプット

実践的アウトプット

個々のニーズに応じて

○

毎週金曜日開催の

マンツーマンクラス

○

実際の場面を想定した

プレゼンテーションクラス

カスタマイズされた

NO

ロールプレイ

語学レベルに応じたメソッドにより

03 効率的な学習が可能！

英語力を定量的に測るため、毎月レベルチェックを
実施いたします。
また、各生徒のレベル・要望に応じた講師の配置や
適切な教材が見つかるマテリアルバンク(膨大な学
習教材）が充実しており、初級者から上級者まで幅
広いニーズに最大限対応いたします。
CEFR（※）
を用いた習熟レベル判定

A1
日常生活における極めて簡単な
やりとりができる
TOEIC 200 点未満
ILETS 1.5〜2.0 程度

A2
日常生活における基本的なことがらに
ついて、簡単なやりとりができる
TOEIC 200〜350 点
ILETS 2.0〜4.0 程度

B1
社会生活での身近な話題を理解し、
自分の考えとその理由を簡単に表現できる
TOEIC 350〜550 点
ILETS 4.0〜5.0 程度

B2
社会生活での幅広い話題について、
明確かつ詳細に自分の意見を表現できる
TOEIC 550〜750 点
ILETS 5.0〜7.0 程度

C1
複雑な話題を理解し、
目的に合った適切な言葉を用いて、
論理的な主張や議論の組み立てができる
TOEIC 750〜900 点
ILETS 7.0〜8.0 程度

C2
いかなる話題であっても容易に理解し、
その内容を論理的に再構築して、
微細なニュアンスまで表現できる
TOEIC 900 点以上
ILETS 8.0 程度

※CEFRとは、Common European Framework
of Reference for Languagesの略称であり、語学
レベルの指標を示す国際標準規格

COURSE

コースの紹介
目的やゴールに合わせてコースをご用意しています。
留学の質を追求したワンランク上の留学スタイルで
す。 さまざまなバッググラウンドを持つ方々との人脈
を形成することができます。 また、世界のビジネス現
場で通用する実践的な英語を学習できるカリキュラ
ムをご用意しております。

30代社会人ならびに社会人経験者のみが集う、留学の質を追

求したワンランク上の留学スタイルです。 さまざまなバッググラ

ウンドを持つ方々との人脈を形成することができます。 また、世

界のビジネス現場で通用する実践的な英語を学習できるカリキ

ュラムをご用意しております。
マンツーマン

6

コマ

グループ

1

コマ

自習時間

１

コマ

部屋人数

1

人

いつかは海外で活躍したい！同じ思いを持った20代の若者が集

い、
ともに成長を目指す留学スタイルです。 心強いルームメイト

との海外生活は、一生忘れられない思い出となり、留学後も最高
のビジネスパートナーとなることでしょう。
マンツーマン

5

コマ

グループ

2

コマ

自習時間

１

コマ

部屋人数

2

人

ビジネスマンツーマンコース
当校でNo.1人気のコース。
ビジネスシーンでの
英語使用を考えている方の為のコースです。
会議運営・交渉・面接のロールプレイや、各生
徒の業界に即したテーマでのディスカッション
等、卒業後に英語を使用するシーンを想定した
内容で授業を進めていきます。
ビジネスマンツーマンコースは以下のように
体系化されており、生徒様1人1人のニーズ
に適した授業を展開させて頂きます。
目的に特化した授業を展開することで、時間
の取れないビジネスパーソンの方でも、効率
的なスキルアップを図ることができます。

こんな方にオススメ! !
□仕事で英語を使う予定のある／既に使っている方
□特定の分野におけるビジネス英語を集中して学びたい方
□限られた時間で英語力を引き上げる必要のある方

ビジネス英会話
業界・業態別
HOTEL&HOSPITALITY
ホテルの従業員として遭遇しうる様々な状況を想定
しそれに対応する為の語彙・文法・フレーズの基礎的
なトレーニングを行います。

MEDICINE
医療関連分野で働いている学習者をターゲットに、
シチュエーション別の医療用語や専門知識を英語で
学びます。

NURSING
国際化が進む看護の分野で想定される日々のコミュ
ニケーションや応急処置など、シナリオ別に必要な
英語を包括的に勉強します。

MARKETING
多国籍企業や国際的なビジネスのやりとりにおいて
必要不可欠なコミュニケーション、
マーケティング、
プ
レゼンテーション、ネゴシエーションに関する実践的
な英語の演習を行います。

MANAGEMENT
グローバルなビジネス環境に必要な言語表現や文
章構成の他、
マネージメント、
リーダーシップ、意思決
定方法についても学習します。

スキル別
TELEPHONING
ビジネスシーンにおける電話応対に共通する英語表
現をカバーし、
どのような場面でも自信をもって英語
でコミュニケーションできる能力を育成します。

MEETINGS
会議の計画からフォローアップまで、すべての段階
を模擬ミーティング等を通じて、体系的に学ぶモジュ
ールです。

NEGOTIATIONS
交渉の場面における基本的な要素と状況に適した
表現能力を学び、
シミュレーションを通じた実践的な
交渉力を身に付けます。

PRESENTATIONS
ビジネスシーンでも通用する、効果的で説得力のあ
る英語プレゼンテーション力を身につけることを目的
としたモジュールです。

CORRESPONDENCE＆EMAIL
ビジネスEメールや文書における書式や言葉遣いの
重要性とライティング能力を体系的に身につけます。

※上記の
「業界・業種別」及び「スキル別」
は
代表的なものを挙げていますが、上記以外でも対応可能です。

他にもこんなコースがあります

日常マンツーマンコース
日常会話力の向上に主眼を置いたコースです。
身近なテーマを取り上げ、
日常生活で使える表現の幅
を広げます。
現時点では英語力に自信のない方や、
トラベルイング
リッシュの勉強を中心にされたい方も、
こちらのコース
がお勧めです。

TOEICコース
TOEICのスコアアップを目指す方のためのコースです。
TOEIC試験用のリスニング・リーディングの学習や、
文法
の勉強をしていきます。
卒業後、
特にTOEICのスコアを重視される環境に身を
置く方は、
こちらのコースがお勧めです。

ペアコース
二人組でのお申込みを前提としたコースです。
ご夫婦、お友達、
カップル等での参加を想定しており、
1部屋に2名でご滞在いただくことが前提となります。
授業カリキュラムは、
ビジネスマンツーマンコース・日常
マンツーマンコース・TOEICコースからそれぞれお選
びいただきます。

海外ワーカーコース
「仕事をしながら勉強したい」
という方のためのコース
です。
午前中に英語の勉強に集中し、
午後からはご自身
のお仕事や市内観光等の自由に過ごせる海外ワーカー
コースです。
（午前・午後の入れ替えは可能です。
）
フリー
ランスの方や企業研修に最適なコースとなります。

１日のスケジュール
月曜日〜木曜日
（マンツーマン：6時間、
グループ1時間、
自習1時間）
8:40-9:30

Speech Communication（マンツーマン）

9:40-10:30

General Speaking（マンツーマン）

10:40-11:30 Core Class(Business English) A（マンツーマン）
- Lunch Time12:30-13:20 Current Event（マンツーマン）
13:30-14:20 Self-Study（自習）
14:30-15:20 Core Class(Business English) B（マンツーマン）
15:30-16:20 Elective（マンツーマン）
16:30-17:20 Group Class（グループ）

金曜日
（授業数：3時間、
プレゼンテーション：約2時間）
8:40-9:30

Speech Communication（マンツーマン）

9:40-10:30

General English（マンツーマン）

10:40-11:30 Core Class(Business English) A（マンツーマン）
- Lunch Time13:30-15:30 Presentation

授業プログラム紹介

Core Class

(マンツーマン：1日2時間)

選択コースによって内容が異なります。

生徒個々の用途に合わせた、実用的なテーマを講師との
議論を通して学習します。
また、本講義の担当講師が「コ

アティーチャー」
となり、留学中の語学力向上に責任を持
ち、授業プランを作成して参ります。

○ビジネスマンツーマン→ビジネス英語クラス
○日常マンツーマン：日常英語クラス
○TOEIC：TOEICクラス

Presentation
(毎週金曜日開催)

人前で堂々と英語を話せることを目的に、英語でのプレ

ゼンテーションを全生徒・全講師の前で行うクラス
（任意

参加）
です。一人当たり5分程度の中で、
自身の意見や主
張、調査結果などを要約し発表します。
このような環境で

発表した経験、覚えた英語は深く記憶に刻まれ、卒業する
頃には難なく英語でのプレゼンテーションが可能になっ

ていきます。

General Speaking
(マンツーマン：1日1時間)

日常生活に身近なものをテーマとして取り上げ、単語や

表現方法の幅を広げて効果的に話すためのトレーニン

グを行います。特にスピーキング力向上を重視し、英語を
話す壁を取り払い、
自信を持って英語を使いこなせるス

キルを身につけます。

Current Event
(マンツーマン：1日1時間)

政治・経済をはじめとした世界で話題となっている時事

問題について、講師とのディスカッションし、
ロジカルなス

ピーキング力を身に付けていきます。

講師はCNNやNikkeiなど様々な情報源から生徒に合った
話題を毎日アップデートし議論の題材を持参してきます。

Elective

(マンツーマン：1日1時間)

リスニング、
イディオム、文法等の複数のオプションの中か
ら、
それぞれの要望に応じて、授業を実施いたします。

また、個々のニーズに応じた授業作りを主眼に置いてい

るため、上記オプションの他にも柔軟に対応いたします。

Group Class
(グループ：1日1時間)

1グループ2〜4人のチームを構成し、生徒間でのディス

カッションやミーティングの運営等、実践に近い形で英語
でのコミュニケーション能力の向上を図ります。

複数人での白熱した議論が展開される中で、実践的な英
会話を身に付けていくことが可能です。

Speech Communication
(マンツーマン：1日1時間)

日本人が苦手な発音やイントネーションを学びます。日

本語にはない独特のʻ音ʼを繰り返し学習していくことで、
流暢な英語が話せるよう練習を繰り返していきます。

日本でこのようなトレーニングを受けることは難しく、
当校
独自のプログラムとして、
留学生からも人気の授業です。

VOICE
卒業生体験談
人生の分岐点となる出会いと体験を！
MBAは、
日本では出会うことのなかった人との
「出会
いの場」
でもあります。
同じ志しを持つ最高の仲間とともに、人生の岐路と
なる体験をした方々の声をご紹介します。

２0代/MR
コ ー ス ビジネスマンツーマンコース
滞在期間 3週間
経験豊富な社会人の方々と出会い、話をさせて頂いて、学

ぶことが多く非常にモチベーションが上がりました。
また、

自分自身を見つめ直すきかっけにもなりました。

特にMBAはほとんどが、モチベーション高く、
これから何

か新しいことを創造しようとしている社会人の方々が多く
いらっしゃいますので、
そのような方々とお話しするという

のは日本ではそう簡単なことではない貴重な体験だった

と思います。

20代/自営業
コ ー ス ビジネスマンツーマンコース
滞在期間 14週間
別の学校に通った経験もあるのですが、
まず講師陣のクオ

リティの高さに驚きました。

これからアジアで仕事をしたいと思っているので、講師に
かなりしつこくアジアの政治・経済について話を聞いたの

ですが、質問をしたらすぐにプレゼンを作ってきてくれたこ

ともありました。

英語の勉強をしているというより、政治・経済の授業を英
語で受けているような感覚でした。

50代/会社役員
コ ー ス ビジネスマンツーマンコース
滞在期間 8週間
講師の質が非常に高く、各講師がしっかりと理論的に説明
する知識を持っております。そして私の弱点を的確に指摘

してくれましたした。

特にコアティーチャーは常に私の学習の方向性を定めて

くれたので、安心して勉強することが出来ましたね。
また

フィリピンに来る前に唯一発音を心配していたのですが、
授業ではきちんとアメリカアクセントで指導してもらえたの

で、今思えば全く心配する必要はありませんでした。

30代/メーカー勤務
コ ー ス ビジネスマンツーマンコース
滞在期間 2週間
私の留学期間は2週間でしたが、限られた期間であっても、
同じ講師が授業を受け持ち、
ゴールを達成するためのカリ

キュラムを確認、実践していくことで、効果的に学習でき、
思った以上の上達を感じることができました。

どの講師も毎回入念に準備をしてくださっていた印象です。

40代/広告出版
コ ー ス ビジネスマンツーマンコース
滞在期間 2週間
MBAでは
「どのように一人ひとりの生徒の最終成果を出し

ていくか」
に重点をおいています。
その生徒を担当する講師

全員が、
コアティーチャーを中心としてチーム一丸となって
生徒をサポートしてくれるところに感銘を受けました。 また
講師達にビジネス経験が一定以上あるのがとても良かった

です。私のビジネスについて、特に違和感なく話ができた

し、
むしろ知らなかったことは勉強してくれるくらい熱心でモ
チベーションの高い講師が多かった。
そのような講師達の
姿勢は自分にとっても非常に良い刺激になりました。

２0代/陶芸家
コ ー ス 日常マンツーマンコース
滞在期間 8週間
講師は本当に熱心ですね。
最初は受け答えなどにものすご

く時間がかかっていましたが、
講師は私が理解できるまで何
度も諦めず説明をしてくれました。

その説明の仕方も、
ただ繰り返すのではなく、
例を挙げてく
れたり、
違う言い回しで説明してくれたりなど、
大変分かりや
すく助かりました。
生徒一人ひとりのレベルに合わせて対応

をしてくださる姿勢を感じることができました。

２0代/元会社員
コ ー ス 日常マンツーマンコース
滞在期間 4週間
「話す度胸」はあるのですが逆にそれが欠点になって、間

違ったまま話し続けてしまうことがあります。
なので、講師に

は
「間違ったらすぐに直して」
とお願いしていました。
結果、
私

は英語を話せていると思っていたのですが、
初歩から
（文法
等を）直してもらうことになりました。細かいことにも講師が
すぐに対応してくれたのがよかったと思います。
また、
社会人

限定の学校だからこそ英語以外の部分で、
どういう仕事を

されているのかとか、世の中にはどんな仕事があるのかと
いう、
異業種の方の話を聞けたことですね。

60代/

元大手製造会社エンジニア・一級建築士
コ ー ス 日常マンツーマンコース
滞在期間 4週間
基本的にどの講師も熱心で、真剣に授業にも取り組んでく

れました。
また、授業の進め方や内容・話すスピードなども
私に合わせてくれましたし、
コアティーチャー
（担任）
を中心

に生徒の為に、努力を惜しまずにレッスンしてくれたのはと

てもうれしかったです。

また、色々な個性の講師がおられるので、講師に合わせて

自分なりに工夫しながらレッスンも受けるようにもしました。

30代/システムエンジニア
コ ー ス ビジネスマンツーマンコース
滞在期間 24週間
ビジネスに特化してるからこそ、講師たちのビジネスの知

識も豊富で話していて勉強になりました。個人的にすごい

なと思ったのは、講師の柔軟性です。少数でもいいから、
何人かの講師達を集めてプレゼンテーションをしたい、優

秀な生徒たちと討論会をしたいなどの要望にも臨機応変

に対応してくれ、
それを実現させてくれます。
そこが、
この学
校の最大のメリットだと思いましたし、最大のメリットを生

かすためには、自分の要望や願いを講師に積極的にすべ

きだと思いました。

2015年度 MBA同窓会

ビジネスに関しても、広がりを感じるよう
になり、今までは日本人ばかりと接してい

ましたが、いざ外国に出ると、いろんな情
報、
考え方に出会えるので楽しいです。

まずはご相談を！

無料面談随時受付中

、
留学先の学校を選択するにあたって
こんな悩みをお持ちではありませんか？
フィリピン人講師がどの位のレベルなのか不安
フィリピン人講師の発音が大丈夫なのか
実際にどのように授業が進められるのか？
多くの方がこのような悩みをお持ちですがフィリピンに
行ってまで体験することは出来ません。

MBA校ではフィリピンで運営する学校で唯一、日本で

の英会話スクール展開を行っております。

セブ島で実際に働いていた講師が授業を行っているた

め、実際の授業を体験することが可能です。

無料面談は
こんな感じ

MBAは、
フィリピン政府機関より
認可を受けた正規の英語専門教育機関です

SSP認定学校
フィリピンで1日でも英語学習を行う場合、SSP（学生
ビザ）の取得が義務付けられており、
イミグレーショ
ンから正式に許可を得た語学学校のみSSP発給が
行えます。

TESDA登録学校
登録校はわずか5%前後といわれるほど、厳しい審査
項目をクリアした学校しか認定されないTESDA認定
校として、当校は安心して学習していただける環境を
提供しております。

日本人オーナー経営
厳選された日本人経営校のみで構成される協会に
属し、
また
「安全対策委員会」の理事を務める当校は
皆様の安全を守り、留学生活をサポートしています。

無料面談予約
MBA渋谷校（START-UP ENGLISH）
へ
お気軽にお問い合わせください。

https://mba-cebu.asia/

MBA渋谷校

<MBA渋谷校（START-UP ENGLISH）>
東京都渋谷区渋谷3-15-2 MTエステートビル7階
03-4405-8478 (日本語対応)

平日|9:40〜22:30 土日祝|9:40〜17:20 定休日|月曜日

お問い合わせ
お電話
WEB

03-4405-8478
MBA フィリピン

検索

LINEからのお問合せはこちらをクリック

LINE

MBA公式SNSアカウント
https://www.facebook.com/
mba.cebu/
https://twitter.com/
unitedregrowth
ID:@mba̲cebu

