


オプションクラス概要

提供キャンパス

プレゼン

・朝・夜合わせて約１０種類のオプションクラスがあります

・ワンターム(4週間)毎に申請が必要です

・申請日から1週目は途中キャンセルが可能です

・2週目以降の途中キャンセルはP300の手数料が発生します

・セミスパルタオプションを選択する場合、朝・夜全てのオプションクラス
が受講出来ません

・朝のオプションクラスは7時00分~7時50分までとなります

・夜のオプションクラスは20時00分~20時50分までとなります

・最小開講人数は6人、最大受入人数は12人となっています

・タームによっては開講されないコースもあります



オプションクラス一覧

朝のオプションクラス

Video Dictation

Listening & Speaking 

Listening & Dictation

Monitored 
Self-Study

Pronunciation

Vocabulary Master

Power Speaking 

Practical English

Guitar Class

Intensive Listening 

Watch Up

Job Application Reading Aloud

夜のオプションクラス



Listening & Speaking
（リスニング & スピーキング演習）

Listening & Speakingクラスは朝のオプションクラスとして開催されているコースです。
朝の時間を有効活用して、少しでも英語に触れられる時間を確保し、朝の学習習慣を身に
付けられます。コース概要としては、リスニングのオーディオファイル等を使用して、実
際に使われている会話表現や、フレーズ等の聞き取りをし、それを実際に使う練習をする
クラスです。

提供時間帯

コース概要

モーニングクラス (7:00～7:50)

講師からの一言

このコースは様々なリスニング教材を
使用し、映画や、ドラマの有名シーン
等のセリフを聴き取り、そして真似し、

ネイティブの独特な言い回しや
アクセント、発音を学べるコースです。
新しい単語、表現を学び、あなたの
日常生活でも使ってみましょう！

※セミスパルタオプションを選択された学生はクラスは朝・夜共にオプションクラスを受講出来ません

メインキャンパス



Listening & Dictation
(リスニング & 書き取り演習）

Listening & Dictationクラスは朝のオプションクラスとして開催されているコースです。
朝の時間を有効活用して、少しでも英語に触れられる時間を確保し、朝の学習習慣を身に
付けられます。コース概要としては、リスニングのオーディオファイル等を使用して、
様々なトピックの内容の書き取り演習を行います。書き取りの演習は一層の集中力が要求
され、リスニングの精度。また同時に発音の学習をすることが出来ます。

提供時間帯

コース概要

モーニングクラス (7:00～7:50)

講師からの一言

このコースは部分書き取り、文章書き
取り、段落書き取り等、ディクテー
ションに全てのフォーカスを置いたク
ラスです。このコースを通して新しい
単語、表現、発音、アクセントを

学ぶ事が出来ます。これらのスキルに
おいて弱点を洗い出し、それらを
ブラッシュアップして行きます！

是非参加してみて下さい！

※セミスパルタオプションを選択された学生はクラスは朝・夜共にオプションクラスを受講出来ません

チャピスキャンパスメインキャンパス



Video Dictation
(映像教材 + 書き取り演習）

Video Dictationクラスは朝のオプションクラスとして開催されているコースです。朝の時
間を有効活用して、少しでも英語に触れられる時間を確保し、朝の学習習慣を身に付けら
れます。コース概要としては、洋画や海外のニュース番組の映像オーディオファイル等を
使用して、様々なトピックの内容の書き取り演習を行います。書き取りの演習は一層の集
中力が要求され、リスニングの精度。また同時に発音の学習をすることが出来ます。

提供時間帯

コース概要

モーニングクラス (7:00～7:50)

講師からの一言

このコースは様々なリスニング教材を
使用し、映画やニュースのシーン等の
セリフを聴き取り、そして書き取りを
します。ネイティブの独特な言い回し
やアクセント、発音を学びながらリス
ニングとスピーキング能力の向上が出
来るコースです。実際に使われている
新しい単語、表現を学び、日常生活で

も使ってみましょう！

※セミスパルタオプションを選択された学生はクラスは朝・夜共にオプションクラスを受講出来ません

チャピスキャンパス



日本人文法クラス

日本人文法クラスは夜のオプションクラスとして開催されているコースです。

英語の全ての技能（リーディング、リスニング、スピーキング、ライティング）の効率的
な学習には基礎的な文法知識が必要です。フィリピン留学で文法を学ぼうとすると英語で
教わる事になるので理解が薄くなってしまいがちな部分ですが、日本人が日本語で文法を
しっかり教えてくれるので、英語初心者にはお勧めです。

提供時間帯

コース概要

ナイトクラス (20:00～20:50)

講師からの一言

このクラスは日本人学生のために、日本
語で開講される文法クラスです。授業で
は、例文の暗唱やシンプルな文章の英作
文を通じて、英語を話したり、書いたり
するための基礎力を身につけることを目
指します。文法の基礎力は、英語の4技能
を効率的に伸ばすうえで、必須のスキル
となります。一から文法を学び直したい
と考えている方、英語を使いこなせるよ
うになるための第一歩として文法クラス
に参加しましょう！

※セミスパルタオプションを選択の方は夜のオプションクラスを受講出来ません

※朝のオプションクラスと同時に受講する事が出来ます

メインキャンパス



Reading Aloud
(音読演習)

Reading Aloudクラスはまず始めに新入生が強制的に参加しなければならない夜のオプショ
ンクラスです。このコースではただひたすらに英語の音読を繰り返し、英語という言語の
構成、文法、単語、リズム等を体得する事を目的としています。『習うより慣れろ』とい
うコンセプトで英語初心者には非常に効果的な導入学習となっています。

提供時間帯

コース概要

ナイトクラス (20:00～20:50)

講師からの一言

このクラスは新入生が必ず参加しなけ
ればいけないオプションクラスです。
音読というのは英語の基礎的な技能を
伸ばすのに最善な練習です。皆さん。
30分間一度も休憩せずに英語を音読し
続けた事はありますか？スパルタアカ
デミーの真髄は8時間の授業を受けた
後のこのオプションクラスから始まり
ます！

※セミスパルタオプションを選択の方は夜のオプションクラスを受講出来ません

※朝のオプションクラスと同時に受講する事が出来ます

メインキャンパス



Job Application
(英語実践アプリケーション対策）

Job Applicationクラスは夜のオプションクラスとして開催されているコースです。コース
概要としては、パインスでの留学後、主にワーキングホリデー等で海外就労を考えられて
いる方にお勧めです。英語での履歴書、カバーレター（志望動機書）等の書き方から、英
語の面接対策等、幅広く実践的な対策が出来るクラスです。

提供時間帯

コース概要

ナイトクラス (20:00～20:50)

講師からの一言

このクラスは将来ワーキングホリデー
等で海外就労を考えている学生にピッ
タリのコースです。ビジネスで必要な
履歴書の書き方、ビジネスレターの
マナー等を楽しく学ぶ事が出来ます。
話し言葉と書き言葉の違いのルールも

学ぶ事が出来ます。

※セミスパルタオプションを選択の方は夜のオプションクラスを受講出来ません

※朝のオプションクラスと同時に受講する事が出来ます

メインキャンパス



Watch Up
(映像英語学習）

Watch Upクラスは夜のオプションクラスとして開催されているコースです。コース概要と
しては、洋画やオーディオ教材を利用しながらネイティブの発音やブレンディングルール、
またネイティブが使うような日常会話表現等が楽しく学べるコースです。同時にリスニン
グ力の向上にも大きく役立ちます。

提供時間帯

コース概要

ナイトクラス (20:00～20:50)

講師からの一言

このコースでは、授業後にクタクタに
なっている学生が英語は勉強したい、
けれどリラックスしながら勉強したい
という人にお勧めです！授業内では映
画を見たり、洋楽のPVを見て、書き取
りをしたり、セリフの練習をしたりし
ています！たまに役割を決めて劇のよ
うなロールプレイ練習もやりますよ！

※セミスパルタオプションを選択の方は夜のオプションクラスを受講出来ません

※朝のオプションクラスと同時に受講する事が出来ます

メインキャンパス



Intensive Listening 
(集中リスニング特訓) 

Intensive Listeningクラスは夜のオプションクラスとして開催されているコースです。
コース概要としては、題名の通りリスニングのオーディオ教材を利用しながらひたすらリ
スニングの演習をするクラスです。海外のニュース番組や、アメリカのコメディーショー
等のリスニング教材を通してリスニング力を徹底的に向上させる事が出来ますのでリスニ
ング力に自信が無い方にはお勧めです。

提供時間帯

コース概要

ナイトクラス (20:00～20:50)

講師からの一言

リスニングというのはコミュニケーショ
ンにおいて最も重要な能力です。コミュ
ニケーションにおける約50%はリスニング
なのです。もしもネイティブの英語のス
ピードに慣れたいとか、リスニングを本
気で伸ばしたいという方にはお勧めです。
通常授業のリスニングとはまた違った角
度でリスニング力を向上させることが出
来ます。是非一緒にリスニングマスター
になりましょう！

※セミスパルタオプションを選択の方は夜のオプションクラスを受講出来ません

※朝のオプションクラスと同時に受講する事が出来ます

メインキャンパス



Practical English 
(実践英語特訓) 

Practical Englishクラスは夜のオプションクラスとして開催されているコースです。コー
ス概要としては、実践的でかつ、日常的に使用出来る様々な状況別演習が出来ます。例え
ば、レストランでの注文の仕方、ホテルの予約、日常会話でよく使うフレーズ等を学習し
ながら同時に他の学生と実践練習をする事も可能となっております。

提供時間帯

コース概要

ナイトクラス (20:00～20:50)

講師からの一言

このコースは日常生活における特に必
要な単語、フレーズ、表現を学びます。
空港、映画のチケットを購入する時、
予約、電話でのデリバリーオーダー等
の練習が出来ます。学生はこれらを学
ぶだけではなく、実際のロールプレイ
を通して実践的に使う練習もします！

※セミスパルタオプションを選択の方は夜のオプションクラスを受講出来ません

※朝のオプションクラスと同時に受講する事が出来ます

メインキャンパス



Power Speaking  
(スピーキング演習) 

Power Speakingクラスは夜のオプションクラスとして開催されているコースです。コース
概要としては、主に発音や英語のイントネーション等を学習出来ます。オプションクラス
の中では個人、もしくはグループでパブリックスピーキング、プレゼンテーション練習を
実施する事もあります。スピーキングを重点的に伸ばしたい、人前で堂々と英語を話せる
ようになりたい等の学生にお勧めです。

提供時間帯

コース概要

ナイトクラス (20:00～20:50)

講師からの一言

このコースでは、スピーキングのスキ
ルを徹底的に練習しようという目標の
元、個人やグループで様々なアクティ
ビティを行います。グループでのディ
スカッション、プレゼンテーション等
は英語を使ったアウトプットを中心に
行います！英語力だけではなく、人前
で話す練習等の良い機会になると思い
ます。是非参加してみて下さい！

※セミスパルタオプションを選択の方は夜のオプションクラスを受講出来ません

※朝のオプションクラスと同時に受講する事が出来ます

メインキャンパス



Guitar Class 
（ギタークラス) 

Guitar Classは夜のオプションクラスとして開催されているコースです。コース概要とし
ては、題名の通り洋楽の曲をギターで練習する事を通して楽しく英語を勉強しながらギ
ターの基礎も身に付けられるクラスです。パインスの人気オプションクラスでいつも数多
くの学生様が参加されています。

※ギターは各自で準備する必要があります（近くのスーパーで2000円程度で購入出来ます）

提供時間帯

コース概要

ナイトクラス (20:00～20:50)

講師からの一言

こんにちは！このギタークラスでは楽
しく1からギターを学んでいます。参加
者の90%以上は今までギターに触った事
もないという初心者です。授業では有
名な洋楽の曲をギターで練習し、歌い
ます！なので、英語を楽しく学びたい
方、授業後に息抜きがしたい！という
方にはお勧めです！

※卒業式に発表する事も。。！（笑）

※セミスパルタオプションを選択の方は夜のオプションクラスを受講出来ません

※朝のオプションクラスと同時に受講する事が出来ます

メインキャンパス チャピスキャンパス



Vocabulary Master 
（語彙演習) 

Vocabulary Masterクラスは夜のオプションクラスとして開催されているコースです。コー
ス概要としては、主に単語力を上げたい人向けのクラスです。その単語の発音演習や毎日
の単語テストは効率的に新しい単語を常に学ぶ事が出来ます。

提供時間帯

コース概要

ナイトクラス (20:00～20:50)

講師からの一言

このコースでは、コース名の
通り、単語や簡易表現等を授業で使い
ながら学んでそして暗記していきま

す！毎日実施している単語テストでは、
前日にテスト範囲の単語を紹介し、

次の日にその範囲のテストになります。
毎日違う単語がテストに出るので、
毎日確実に単語力を伸ばす事が

出来ます！Vocabulary Masterクラスで
皆さんをお待ちしています！

※セミスパルタオプションを選択の方は夜のオプションクラスを受講出来ません

※朝のオプションクラスと同時に受講する事が出来ます

メインキャンパス チャピスキャンパス



Pronunciation  
(発音矯正特訓) 

Pronunciationクラスは夜のオプションクラスとして開催されているコースです。コース概
要としては、主にアメリカンイングリッシュの発音方法、発声、アクセント等を徹底的に
練習できるクラスです。国際的な発音指標のスタンダードであるIPA（発音記号）の基礎も
学ぶ事が出来ます。

提供時間帯

コース概要

ナイトクラス (20:00～20:50)

講師からの一言

このコースでは、英語をよりネイ
ティブのように話す為にアメリカの
発音指標であるIPAを学びます。それ
ぞれの発音記号の発音の仕方、読み
方さえ覚えれば自主学習で調べた単
語等もきちんと発音出来るようにな
ります。あなたの発音はきちんと
理解されていますか？このクラスで

しっかり勉強しましょう！

※セミスパルタオプションを選択の方は夜のオプションクラスを受講出来ません

※朝のオプションクラスと同時に受講する事が出来ます

チャピスキャンパス



Monitored Self-Study
（監視義務演習) 

Monitored Self-Studyは強制義務自習クラスと言われており、夜のオプションクラスとし
て開催されているコースです。コース概要としては、担当の講師が数名常駐し、その講師
のモニターの下、学生一人一人に自習教室が与えられ、何か不明点や疑問点があればいつ
でも担当講師に質問出来るような環境で自習を行うというクラスです。

提供時間帯

コース概要

ナイトクラス (20:00～22:30)

講師からの一言

Monitored Self-Studyは通常授業、オ
プションクラスが終了した後の自習時
間として設置されているクラスです。
日々の自習状況を一人一人監視し、強
制的に自習しなければいけない環境を
提供しています。講師も必ず待機して

いますので、何か質問があれば
いつでも聞いてくださいね！

『自習を制するものは留学生活を制す！』

※夜のオプションクラスを全て義務自習にすることも可能です

※朝のオプションクラスと同時に受講する事が出来ます

チャピスキャンパスメインキャンパス


