
今年も、親子留学しよっか！

Let’s Go Back to DUMAGUETE

「毎年戻ってきたくなるような、そんな体験」

2019年　最新版



トランク1つだけあればいつでも始められる。「海外での生活、英語の勉強」憧れていた生活
を、旅行に行くよりもお得にできる。毎年戻ってきたくなる手軽な留学。 

キレイな景色を目に焼き付ける、ツアーではなくて、自分の力で小旅行に。苦手だった英語
をどんどん使って、素晴らしい景色を見つけに行く。自分の英語力の成長を感じると同時に、
感動するような景色と出会おう！ 

毎日が充実した、住むように学ぶ。第二の地元に戻ってきたような居心地の良い街と人々。
治安が良くて、街の人たちと笑顔で挨拶するそんな毎日。学生時代に戻ったように勉強をし
て、週末は、きれいな景色を思いっきり楽しむ。毎日が笑顔で充実した生活。 

「住むところも食事も、洗濯も掃除も」生活に関わる事は何も心配する必要はありません。
夢のような生活が、旅行に行くよりもお得にできちゃう。これを機会に、しっかりと充電も
しちゃいましょう。 

自然な英会話を学ぶ方法。英会話で大切なことは、「海外の人と喋りたい」と言う気持ち。
スピーキング特化のレッスンや実践体験にこだわりました。レッスンを通して、自然に使え
る英語力を習得していきましょう。 

完璧な英語は最初から必要ありません。自分自身のやりたいことを探しながら学びを楽しく
していきましょう。 

安心して行動や挑戦ができる治安の良さが一番大切。安全に行動ができなければ、不安でス
トレスまみれになってしまいます。日本で生活するように、普段できるような自由が削がれ
ては楽しくありません。 

質素に断捨離生活。きれいなホテルのような施設はありません。最低限かもしれない、質素
かもしれない。でも、そんな生活だからこそ、断捨離をしてシンプルに。本当に必要なもの
がわかる。そんな生活を通して、あなた自身の未来も見つめ直そう 

はじめに

Contents フィリピンってどんなところ？

SPEAの大切にする考えは、詰め込み式ではない、学びを楽しくする経験

フィリピンは、英語が公用語化されている国で年間4万人以上の
留学生が、フィリピンに訪れ英語を学んでいます。 

時差1時間の好アクセスな温暖な地で物価が安く、欧米の約3分
の1以下の留学費用で講師と1対1のマンツーマンレッスンで学べ
ることもあり、人気を集めている国です。 

その中で、私達が運営しているフィリピン・ドゥマゲッティの
語学学校は、日本と同じぐらい治安が良いと世界的な調査で実
証されており、米Forbesで移住したい都市5位に選ばれています。

「街の人の温かさと、ゆったりとした環境」のため親子で安心
した留学をすることができます。



フィリピ
ン 

どんなと
ころ？

ビジネス英語指数世界１位 
TOEICはアジア地域に偏りがあるがBEIは幅広く調査対象を広げてい
ます。しかし、BEIは世界78の国と地域、137,000人を対象に調査を
しているため、よりグローバルな比較が可能となっている。 

※GLOBAL ENGLISH社調査 

世界３位の英語公用語国 
フィリピンは、アメリカ、イギリスに次ぐ世界三位の英語公用語国。
フィリピン国内のGDPの3%が欧米圏へ向けてのコールセンター産業。
この３％という数字は、日本で言うところの「自動車産業」に匹敵を
する数字。すでにフィリピンでは「英語が基幹産業」になっているの
です

フィリピン「35000人」　アメリカ「21290」 

これは、日本人がフィリピンへ「留学」を目的に訪れている数 
「英語」といえばアメリカを想像しますが、すでに1.5倍の日
本人が「フィリピン」を目指しているのです。 

意外や意外のフィリピン英語事情
１位 フィリピン 7.95

２位 ノルウェー 7.06

３位 オランダ 7.03

４位 イギリス 6.81

５位 オーストラリア 6.78

５０位 日本 4.29
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アメリカ留学

フィリピン留学

フィリピンで親子留学しない手はない！

どんどん、増加中のフィリピン留学

親子留学に最適なフィリピン留学

お子様連れに安心の日本からの近さ 
日本から飛行機で3時間半から5時間のフライト。小さなお子

様連れにも優しい短距離。もゴールデンウィーク、お盆休み、

年末年始などを利用して短期留学もすることが可能です。 

授業 マンツーマン授業中心 グループ授業中心

留学費用 欧米留学の1/3から1/5 4週間 

30万円以上

アクセス
約4時間30分（直行便） 約10～12時間

治安
○ ○

物価 安い（日本の1/3～1/5） 日本並み～ 

高い

アクティビティ
豊富 地域による

留学ビザ 入国から30日以内は不要 フルタイム留学 

は申請が必要

フィリピン 欧米

子どもが大好きになるフィリピン



ドゥマゲ
テ 

どんなと
ころ？

①生活しやすい環境が世界的に人気

①【世界７位】の移住エリア 
世界中から移住者が集まる街はここはフィリピン 

と思うくらいに多国籍な街。 

②エネルギッシュな学園都市 
人口13万人のうちなんと30%が学生という学園都市。 

シリマン大学を筆頭に、優秀な人材がここからセブや
マニラの語学学校で活躍 

③鎌倉や湘南風の清楚な雰囲気 
世界中からの移住者がいる為、ベイエリアはおしゃれな街

並み。まさに南国リゾートといった雰囲気を味わえます。

③親子留学の聖地といってもいい治安

日本と同レベルの治安は、夜も安心して出歩けるほど

安全指標
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ドゥマゲッティー日本 カナダ セブ アメリカ マニラ

33.85

49.76
59.5963.82

80.2981.75

②いろんなところに小旅行に行ける

ドゥマゲテからは１時間圏内にたくさんの小旅行でき
る綺麗な景色が待っています。

ドゥマゲテはセブから40分のところにあります！

親子留学がとても増えています

ここだけの話、セブ島よりも楽しめる親子留学かも？



親子が快適な環境で過ごせる2つのキャンパス

親子留学を手軽に、安心して行ってもらいたいから

メインキャンパス

子どもが走り回れる
自然溢れるキャンパス

ゲストハウスキャンパス

本校舎は1ヘクタールのある敷地の中にある
自然溢れる環境が特徴。どこかシェアハウ
スに来た感覚で、静かな田舎生活を楽しみ
たい親子におすすめのキャンパス。 
お子様が走り回って遊べる環境があるのが
特徴で、ドゥマゲッティの市内中心部には
トライシクルで15分程度で移動することが
可能です。

市内中心部から
好アクセスのキャンパス

ゲストハウス型校舎は、留学生以外にも世
界各地から訪れる旅行者が集まるキャンパ
スです。ドゥマゲッティの街や生活を楽し
みながら留学をしたい親子におすすめです。
ドゥマゲッティの市内中心部に行く際は、
トライシクルで5分程度のためアクセスが良
いのも特徴。

キャンパス名 メインキャンパス ゲストハウスキャンパス

地域 フィリピン・ドゥマゲッティ フィリピン・ドゥマゲッティ

住所 12-F-A BolocBoloc sibulan 40mango ave piapi dumaguete

設立年度 2014年 2014年

規模 30人 5組

滞在方法 学校寮 ゲストハウス滞在型

設備
ダイニング、レッスンルーム、コミュ
ニティラウンジ、キッズルーム、庭、

Wi-Fi、エアコン

カフェスペース、庭、ウッドデッキ、
レンタルバイク、ウォーターサーバー

など



親子が快適な環境で過ごせる2つのキャンパス

親子留学を手軽に、安心して行ってもらいたいから

メインキャンパス

子どもが走り回れる
自然溢れるキャンパス

ゲストハウスキャンパス

本校舎は1ヘクタールのある敷地の中にある
自然溢れる環境が特徴。どこかシェアハウ
スに来た感覚で、静かな田舎生活を楽しみ
たい親子におすすめのキャンパス。 
お子様が走り回って遊べる環境があるのが
特徴で、ドゥマゲッティの市内中心部には
トライシクルで15分程度で移動することが
可能です。

市内中心部から
好アクセスのキャンパス

ゲストハウス型校舎は、留学生以外にも世
界各地から訪れる旅行者が集まるキャンパ
スです。ドゥマゲッティの街や生活を楽し
みながら留学をしたい親子におすすめです。
ドゥマゲッティの市内中心部に行く際は、
トライシクルで5分程度のためアクセスが良
いのも特徴。

安心して、子どもが伸び伸びと生活出来る環境を

SPEAでは選べる2つのキャンパスを運営



広大な土地にあるメインキャンパス

親子留学を手軽に、安心して行ってもらいたいから

本校舎でのんびりゆったり自然を満喫

本校舎の特徴は、なんと言っても広大な土地。 
雑音もなく、敷地内はセキュリティもあり、子どもたちが走り回って 

遊びながら英語に触れる環境があります。 
都会の喧騒から離れゆったりとした環境で過ごすことができます。



好アクセスのゲストハウスキャンパス

親子留学を手軽に、安心して行ってもらいたいから

世界中から旅行者が集まるゲストハウス

ゲストハウスキャンパスは市内中心部へのアクセスの良いキャンパス。留
学生のみならず、ドゥマゲッティに訪れる外国人旅行客も 

滞在するキャンパスのため交流しながら親子で留学をすることができます。
シェアハウスに来た感覚で過ごすことができます。



親子で留学楽しく英語学習！

楽しく、使える英語力を！

●現地校通学コース

当校の親子留学は大きく分けて ４つのコースに分かれます

SPEAのコースは全て「親子2名分」の価格となっております。 
また、親子同じ時間の受講でご案内をしております 
*親御さんが授業を受けない場合はご相談ください

●スタンダードコース

SPEAでのマンツーマン授業を
親子共に３時間もしくは６時間
から選ぶことができます。

親子３時間

親子６時間

親御様は3時間もしくは６時間のマンツー
マン、お子様は３時間の現地インター通
学もしくは、３時間現地インター＋３時
間マンツーマン

親３時間

子３時間インター

親３時間

子３時間

●海外移住コース

移住を検討中の方向けの準備コース。現地校
通学、体験学習、マンツーマンの全部のせ
コース

子３時間インター 子３時間

親６時間体験学習

２番人気！

●体験型学習コース

親子ともに6時間の体験学習を 
通して学びを楽しく進めていきます。

１番人気！

親子６時間体験学習

推奨年齢小学校高学年～

体験学習はご自身の興味のあることを、

目的設定をして実際に使いながら学ぶ

アクティブラーニング形式の授業となっ

ています

35%がこのコースを選択 30%がこのコースを選択

25%がこのコースを選択 10%がこのコースを選択

推奨年齢小学校低学年まで



親子留学体験型学習コース

楽しく、使える英語力を！

目的に必要な 
英語力を座学 

フィリピン留学のマンツーマン
を生かして必要なスキルだけ

を学ぶ 
集中して学ぶから

グループクラスで 
会話の流れを 

会話の流れをしっかりと判断し
ながら、他の人の言い回しな

ども学ぶ 

ミッションを遂行 

自分の目的設定したミッション
をこなし、ここまで養った英語
力を実際に実践の場で使う 

プレゼン 
テーション 

自分の体験をしっかりとまとめ
てプレゼンテーションで伝える

力を身につける 

体験学習は 
シンプルな実践英会話学習

フィリピン留学のマンツーマンの魅力 
さらに治安の穏やかな場所だからこそできる体験学習は、 

フィリピン留学の全部のせ 
オールスターカリキュラム 
難しい理屈や、理論は言いません。 
一番シンプルな英会話習得の方法だから 

必要に迫られた時、目的が定まった時に人は集中して学び、
必死に頭を回転させます。そして実際に使うという行動に出
たときにそれは身となりスキルとなります。 

体験学習のいいところ 
英語を使うから覚えられる！ 
楽しい 
いるどんな時に英語を使えばいいかわかる 
フィリピンのことがわかる 

体験学習の悪いところ 
迷子になるのが心配 
人に英語を使う時に勇気が必要 
博物館などに行く時お金がかかる

オススメ

実際に自分でミッションを設定して、街に出て英語を使いな
がらミッションをこなします。最初は座学で必要なスキルを
得てから、実践体験を行い、最後にプレゼンテーションを行
います。子供達が笑顔で楽しみながら取り組む一番人気のプ
ログラムです。

小学校3年生以上 英会話初中級



親子留学現地校通学コース

楽しく、使える英語力を！

現地校通学 
短期でもこんな体験ができる

最短1週間から現地のインターナショナ
ルスクールに通学が可能 

同年代の子供たちと英語を通して様々
なことを学びます。送り迎えは全て当
校スタッフがいたしますのでご安心下
さい。 

トドラー 

（２歳児）

ジュニア 

（３歳児）

シニア 

（４歳児）
トランジション/ 

幼稚園（５歳児）

小学校１年生

（６歳児）

10:30-12:30 8:00-10:15 8:00-11:00 8:00-11:30 7:45-11:30

13:00-16:00 13:00-16:30 13:00-16:40

英語 英語 英語 英語 英語

道徳 道徳 道徳 道徳 道徳

塗り絵 フィリピン語 フィリピン語 フィリピン語

作文 算数 算数

歴史

科学

オススメ

小学校低学年前のお子様に最適です。英語が話せずとも環境
に浸ることで1習慣を超えたあたりから徐々に友達ができて、
2週間を超えたあたりから　徐々に英語を発話するようになり
ます。とにかく最初の1週間が山場となりますが、お子様はす
ぐに友達を作り環境適応して行くので安心ください

小学校低学年まで 英会話初級者

学校のいいところ 
英語じゃない勉強ができる 
フィリピンじんの子供に会える 
フィリピンの学校と日本の学校の違いがわかる 
スナックタイムがある 

学校の悪いところ 
プリントがあまり配られない 
教科書が読めない 
英語が通じない 
何もできない時がある



親子留学スタンダードコース

楽しく、使える英語力を！

スタンダード 
短期でもこんな体験ができる

オススメ

講師と1対1の環境の中で、英語を学ぶことができるスタンダー
ドコース。SPEAでのマンツーマン授業を親子共に３時間もし
くは６時間から選ぶことができます。 
お子様の年齢や学習目的などに合わせて時間数をお選び頂け
ます。

小学校低学年まで 英会話初級者

プラン名 親御様 
授業数

お子様 
授業数

親子3時間 3時間 3時間

親子6時間 6時間 6時間

楽しみながら英語を学ぶというのが、子ども
の英語学習には大切で、つまらない例文の反
復や教科書をもとに学ぶスタイルにはすぐに
飽きてしまいます。子どもたちの興味のある
こと、楽しいことを題材にマンツーマンレッ
スンを受けることができ、お子さまのペース
に合わせて学ぶことができます。

こんな人にオススメ

・英語留学が初めてで1から英語の基礎力を付けたい方 

・お子さまのペースに合わせてレッスンを受講したい方 

・マンツーマンで集中的に英語を学びたい方



移住前準備コース

楽しく、使える英語力を！

つまらない勉強より 
楽しくて仕方ない 
英語環境が最大の特徴

オススメ

留学生活の中で、移住前の準備を進めるコース。 
授業内では、生活に関連する体験型学習を受けてもらいなが
ら現地での生活に困らないようにスキルを磨いていきます。

小学校・中学校 英会話初級者

海外移住 
現地生活に慣れる

移住前に街のことを知って「家探し」
「街のことを知る方法」などを体験型
授業を通して学ぶコースです。お子様は
現地校に通いながらマンツーマン授業
で補習をして英語力を高めていき、卒
業後も講師の派遣を通してご自宅にい
ながら英会話を学ぶことが可能です。

こんな人にオススメ

・海外移住の準備をしたい方 

・海外移住の準備をしたい方 

・ドゥマゲッティだから出来る留学をさせたい方



親子留学中のサポート

プログラム概要

７段階のレベルチェック１

レベルチェックを行い、現在の英語力を測定します。 
それに伴い、最適なレベルで授業を行います。 
また、必要なスキルなどを分析して授業の構成などを 
ご提案いたします。また、基本的にはオーダーメード 
形式になっていますのでご自身の伸ばしたいスキルや 
目標があればそれに合わせて授業を進めていきます

目標設定シート２

何のために英語を学び、どこを自分のゴールとするのか？ 
それらを目標設定シートに記載して講師とともに共有を図ります。
この際に自分のライフチャートなども講師と共有する事で、心の深
いつながりを作り上げます

バディー制度３

SPEAでは必ずバディティーチャーがあなたに寄り添います、授業

の進捗や生活の悩みなどすべての事において、あなたのサポート

をしていきま

カウンセリング４

学習進捗などに不安がある、しかし先生に伝える事ができない 

そんな場合は、日本人スタッフがしっかりとカンセリングをして 

みなさんの要望を組み上げます

自習コンテンツ５

自習をより円滑に効果的にしていくためにSPEAで三つの提案を 

しています 

会話が弾む仕組み６

スピーキング（会話力）を重視しているからこそ思わず 

話したくなる仕組みを用意しています 

・マイディクショナリー 

自分が日常で使うけれどもその場では英語ででてこない単

語を日本で記入して後から英語でチェックしよう 

・マイダイアリー 

日々起こっていることを英語で日記を書いて、英語で考える

癖を作ろう 

・雑誌を使って 

自分の興味のある話題の時は会話が弾むもの 

英語の雑誌を用意してあるので、雑誌を使って授業をするの

も面白いですよ。 

・board game 

英語の学習とboard gameを組み合わせた面白い仕掛け 

バディー制度で導く

カウンセリングで目標設定

安心して授業を進めていくために



親子留学中のサポート

プログラム概要

平日３食,土曜は朝食のみ

土日は外食に挑戦するために 
平日は学習に集中するために、３食すべてご用意 
休日は、外に出て、英語を使ってもらう。 
街にはたくさんのグルメがあるから挑戦してみよう！

健康管理食事

毎週3回月水金が洗濯

身の回りのことはお任せください 
勉強に集中してもらうために、洗濯ものもすべてスタッフが行います 
週に二回のランドリーデーで洗濯が必要なものは、専用の篭にいれて 
部屋の前に出しておいてください

清潔洗濯

毎週1回のルームクリーニング

毎週土曜日は一斉清掃デー 
毎週土曜日に、全部屋の掃除をしますので 
貴重品の管理などをご自身でお願い致します

清潔掃除

電気バイクの貸出中

街を探検するために 
１日200PHPで電気バイクの貸出をしています 
電気バイクは免許が不要なので、だれでも気軽に乗ることができます 
自分で運転して街を探検するのもおもしろい！

冒険してみよう貸出

生活-独りにならない絆を創る-



SPEA親子留学の特徴！

毎年来たくなる留学が最高の親子留学！

安心して親子留学を、毎年これる気軽さで

SPEAの親子留学 他の留学

プ　ラ　ン
親子セットのプラン 
（価格は親子２人分）

親子で別々のプラン

値　　　段 1週間98000円～ 1週間20万円以上～

従来の問題 広大な敷地でのびのびと学べる
単身者との住み分けが難しく 
子供の居場所がなく気を使う

選ばれる理由
治安がいい、手頃な価格 
子供がのびのび学べる

たくさん学べそう

オ ス ス メ
体を目一杯動かして健康的に 
笑顔いっぱいに英語を学ぶ

自分の勉強に集中して 
こどもにもガリガリ勉強してもらいたい



留学をサポートする日本人スタッフの紹介

BocongCity 在住・４人家族（夫、子供２人）2017
年11月よりへ移住

SPEAインターンシップ、英語学習、家庭業、その
他ネット副業しながら毎日奮闘中


移住し日本では会えないような多くの人々に出会い
多くの刺激を受けています。

毎日の日常の中で様々なことも起こりますが、人生
一度きりなので家族全員、今を一生懸命楽しんでい
ます！


SPEAでは、留学された方々の生活面でのサポート
としての学校業務をしております。

特に親子留学の方、女性の方々の生活面で困ったこ
とがありましたら是非お気軽にお声かけください＾
＾　

はじめまして！SPEAスタッフの花田です。

入学ご希望の方たちのカウンセリングや、現地で生
活面サポートをしています。

僕はフィリピンは初めてですし、ドゥマゲテという
街だって何も知らずに、この世界に飛び込みました。

最初は本当に不安でしたが、ドゥマゲテはご飯がお
いしい、景色がきれい、人々がやさしいなどな
ど、、。とても素晴らしい街です。今ではすっかり
この街に恋してます。
30才を超えて単身ドゥマゲテに来た僕が言えること
は、英語の勉強はいつからでも遅くない！というこ
とです。

ぜひ、楽しく本気で英語を学びましょう。

SPEAに来る前はベトナムやカンボジアに住んで
いて、カンボジアの大学で日本語を教えていまし
た。

フィリピンは今回が初めてですがドゥマゲテはの
んびりとしていて過ごしやすい所です。

特にドゥマゲテは治安も良く安心して生活が出来
る町なのでとてもいい所です。

また先生達もとてもフレンドリーで楽しく授業が
受けられます。

私の英語はまだまだのレベルですがどんどん頑張っ
てレベルアップしていきます。
皆さん是非SPEAに来て英語を勉強してみません
か。

HANADA YUYA CHIKADA KENGO TAKEMOTO SATOMI

潔癖症で完璧主義
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留学までの流れ

お
問
い
合
わ
せ

お
見
積
も
り

お
申
し
込
み

お
振
込
み

留
学
開
始

最短来週から留学が可能です

もちろん事前相談可能
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MESSAGE

留学を通して、多くの体験をして、自分の生きる場所や、生き方を自由に選択する。 

そんな、視野や視座を高めることができたら嬉しいと考えています。英語ができるこ

とで、選択肢はたくさん増えます。しかしさらに成長させるためには継続をし続ける

必要があります。継続をするためにも、モチベーションとなる素晴らしい思い出や体

験があれば、学びを楽しく続けることができると考えています。 

一緒に学びを楽しいものとして行きましょう。
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また、戻ろうね！


