
 

＞CGのビジネスEnglishコース 

1日の授業の内、マンツーマン授業が4コマ、1:4グループ授業が4コマ、そして科目選択
式のイブニングクラスを1コマの合計9コマを受講可能です。 
更に毎日割り当てられた60分を使い、単語テストと英語でエッセイを書く時間もあり、
英語力向上に効果的な勉強が出来ます。 
他のコースでも受講可能な授業に加え、ビジネスプレゼンや履歴書作成などビジネス
シーンで役立つ英語を習得できる授業が受けられます。 
研修期間は4週間ですが、別のコースと併用可能です。 
20:00~22:00は自習時間となっておりますが、こちらは強制ではありません。(日本人のみ)

マンツーマン授業 1:4 グループ授業 イブニングクラス

4コマ 4コマ 1コマ

1日の授業内容

単語テスト エッセイ 自習（オプション）

30分 30分 120分

+



 

>ビジネスEnglishコースのマンツーマン授業(下記の中から4コマ) 
限られた短い期間で英語スキルを確実に伸ばすことが可能 
• 学生一人ひとり「長所」「短所」を把握し、各レベルにあった教材と効果的な授業提供。 
• 個別指導により 確実なスキルアップ、そして英語への自信を持てるよう的確なアドバイス。

時間 授業 内容

7:00-8:00 朝食

8:00-8:50 1限目
マンツーマン授業 

or 
1:4 グループ授業

9:00-9:50 2限目

10:00-10:50 ３限目

11:00-11:50 ４限目

12:00-13:00 昼食

13:00-13:50 5限目
マンツーマン授業 

or 
1:4 グループ授業

14:00-14:50 6限目

15:00-15:50 7限目

16:00-16:50 8限目

17:00-17:50 イブニングクラス

18:00-19:00 夕食

19:00-19:30 単語テスト

19:30-20:00 エッセイ

20:00-22:00 自習時間(オプション)

1日のスケジュール例 
*金曜日は8限目までの授業となります。

Speaking & Listening Free conversation Pronunciation

Educational field trips Reading & Writing Vocabulary development

Specialized professional 
vocabulary

Business Presentation Resume Making

Job Interview Business Lecture Business Documentation



 

科目 内容

Business English 
(Native Teacher)

英語によるプレゼンテーションスキル、ビジネス文
書、カバーレター、履歴書の書き方、面接の練習な
どを通じて実際のビジネス英語だけでなく、就職準
備にも役立つ授業です。

American English 
Conversation 

(Native Speaker)

この授業はネイティブの先生によるSpeaking、
Practice、Role Plays、Videos with Common 
Slang Usingなどの授業が行われています。 
より実用的な文法と語彙を中心に実際の生活に使わ
れる有用な表現を身に付けることができます。

CNN

CNNで取り上げられた世界の話題を題材として、時
事英語を学びます。 
トピックを元に、先生とのディスカッションを通し
て あなたの考えを自分の言葉で言えるようにした
り、ディベートスキルを構築するのが目的 とされ
たクラスです。

Daily Expressions / 
Survival English

現地で実際に直面する様々な状況を仮定し、その状
況の中で使用できる英会話能力を向上させることが
できます。 
また、英語生活圏内の文化的な違いによる誤解やミ
スの可能性を減らし適応力を高めることが可能で
す。

Media

多様なマスメディア(映画、ドラマ、広告、音楽な
ど)を通して目に触れ耳にする英語を学ぶことが出
来ます。 
様々な状況や場面等について討論、質問、表現をし
ながら、会話能力を高める授業です。 
一般生活でよく使う表現を身につけられます。

Supplementary English

"弱気な英語にさよなら"をモットーに、この授業を
通じて簡単な文章に熟語や接続詞などを上手に使用
する能力、適切な動詞の使用など、全体的に有用な
表現方法を学ぶことができます。

Forms of Listening

効果的なListeningを通じてネーティブスピーカー
の言葉を簡単に理解できるようにします。 
文章構造のパターンを身につけること及び内容の核
心を吸収する能力を向上させることがが目標です。

>CGの1:4 グループ授業 
先生1人、学生最大4人での小規模グループ授業です。



科目 内容

Public Speaking/ 
Speech/Communication

作文、感謝の手紙、日記、メッセージカード作成な
どを通じ、自分が考えている感情や考え方、表現、
意見などを多様に表現することができます。

Debate and 
Argumentation

本人の思いを英語で表現し、論理的に相手の意見に
反論するなどの積極的なディベート授業です。毎日
新しい主題に対する表現とコミュニケーションの能
力を開発し、示唆的な問題に対する関心及び多様な
知識を蓄えることができます。

Oral Conversation 
and Listening

教科書的な表現でなく、日常生活に適用できるよう
にする意思疎通のアプローチ法を学ぶ授業です。 
この授業を通じてすべての状況に適用可能な表現法
をlistening/Speakingで集中的に習得することにな
ります。

OPIC Class

どれほど意思疎通が可能なのか(熟練度)を評価する
試験であるOPIC試験を準備する授業です。 
この授業は、まず英語で話す自信を持てるようにな
り、簡単な表現ではなくさまざまな表現を学べま
す。

Tactics for TOEIC 
Speaking

TOEIC Speakingテストに備えるための科目です。 
この授業では学生の英語実力のレベルに合わせて、
スピーキング能力の実力向上及び試験に備えること
ができます。

Intensive Approach 
to A New TOEIC 

Listening

この授業は最新のTOEIC試験傾向に備え、特に
LC部分での試験の成績向上を図るとともに英
語の実力向上という2つの目標をともに達成す
るのに役立つ授業です。

Fundamental Guide 
to Effective Writing

単に単語や文法の規則だけを変換するのではな
く文脈や言語の特性読む方法を掴むと同時に適
切な単語と文法を使いさまざまな話題に対する
ライティング練習を通じ、ライティングの実力
を向上させることができます。

Intensive IELTS 
Preparation Course

IELTS試験に備えた集中的な準備過程のクラス
です。 
集中的にIELTS試験の練習をすることができ、
試験中 有効な時間配分が分かり,IELTS試験の
必要な技術と戦略を学びます。



>CGのイブニングクラス 
毎日17:00~17:50の時間で行われる科目選択授業です。 
入校時や毎月最終金曜日に実施されるレベルテストの結果によって選択できる教科が異なります。 
*学習目的によって変更可能。

レベル 文法 TOEIC IELTS 自習

Elementary ~ High Beginner ○ ○ - ○

Low Intermediate ~ Advance ○ ○ ○ ○

>単語テスト 
• 月曜日～木曜日 事前に単語用紙配布 
• 各曜日ごとに指定された20個の単語をディクテーション。 
• さらに、その内10個の単語を使い例文を作成。

>エッセイ 
• 毎日トピック2-3個中より 選択し、Essayを作成、22時までには必ず提出。 
•  翌日の同Essay時間には、すでに先生により添削されている為、復習なども出来るシステムと

なります。

>料金表 
下記料金に加えて、3,000円の海外送金手数料を出発前にお支払い頂きます。 
また、現地に到着してから学校に直接現金で支払う、現地費用が発生します。

現地費用

SSP(就学許可証) 6,500ペソ ビザ更新費 期間によって異なります。

ACR I-CARD(2ヶ月以上) 3,000ペソ 教材費 1,500ペソ/4週間

総合管理費(概算) 1,700ペソ/4週間 ピックアップ費用 800ペソ

エアコン代 使用分に応じて 寮補償金(退寮時に返金) 1,000ペソ/4週間

部屋タイプ 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間

1人部屋 $800 $1,150 $1,587 $1,850 $3,600 $5,300 $7,000 $8,700 $10,400

2人部屋 $740 $1,060 $1,459 $1,700 $3,300 $4,850 $6,400 $7,950 $9,500

3人部屋 $720 $1,030 $1,417 $1,650 $3,200 $4,700 $6,200 $7,700 $9,200

4人部屋 $700 $1,000 $1,374 $1,600 $3,100 $4,550 $6,000 $7,450 $8,900

長期割引(表に記載されているのは適応済みの価格です。) -$50 -$100 -$150 -$200


