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BECI INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMYは15年にわたり質の高いESL（第二言語として

の英語）教育を継続し、ESL分野での成功事例を数多く残してきました。

さらにBECIは、講師の教育システムをアップグレードし、最も理想的な語学学校に求め

られる設備を完備しています。

私たちは、学生が快適に学習するためのあらゆる環境を用意しています。全ての学生が

アクセス出来るWi-Fiを始めとする各種設備や継続的にトレーニングされている優秀な講

師、学生を生活面・学習面でサポートするマネジャーとサポートスタッフが学生の留学

生活を満足のいく結果へと導きます。

また、学生寮、校舎、コミュニティビルディングからなる広大なキャンパスをさらに快

適に過ごせるように一新しました。これらすべてはBECIの強みです。

BECIを卒業したすべての学生がBECIで身につけた高い英語スキルを活かして活躍してく

れることはもちろん、BECIでの留学生活がすべての学生にとって大切な想い出となるよ

うに全力でサポートしていきます。

[ 1 ] 最高の講師陣

BECIは、ESL講師の教育に焦点を当てたトレーニング組織であるTESLAと提携していま

す。また、BECIの講師トレーニングとカリキュラム管理を担当する主任講師はTESLAの

役員でもあります。これにより、BECIは優秀な講師を安定して供給することが出来ま

す。さらにBECIは講師のためのトレーニングプログラムを持っており、講師が常に質の

高い教育を学生に提供できるようサポートします。

[ 2 ] 最高の環境と設備

BECIはバギオで最も美しい語学学校です。モダンな設備と学習に適した静かな環境、澄

んだ空気と素晴らしい景色は学生の充実した留学生活を保証します。

[ 3 ] 最高の学習支援システム：EDU-CARE

EDU-CAREは学生、代理店がアクセス可能なオンラインモニタリングシステムです。学

生の授業スケジュールや成績、スピーキングテストの動画などがオンライン上で確認出

来ます。これは、学生が何を改善すべきか、どのように改善すればよいのかを知る道し

るべになります。これにより、学生は効率的に学習でき、代理店は学生の進捗をリアル

タイムで確認することが可能です。 

INTERNATIONAL  

LANGUAGE 

ACADEMY

THE BEST of 

BECI 
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PHILIPPINES
BAGUIO

PHILIPPINES BAGUIO

バギオ

位置：ルソン島の北部中心都市でマニ
ラから北に約224km離れている 
標高：約1,500m
人口：約360,000人
平均気温：13~20°C
（2016年9月基準）

フィリピン

首都：マニラ
言語：英語、タガログ語
人口：約1080万人 
為替レート：100円=約44ペソ
時差：日本より1時間遅い
平均気温：14°C~38°C
（2016年9月基準）

サン・フェルナンド乗馬体験ハンドレッドアイランド / ホッピングツアー

バギオ / フラワーフェスティバル

Baguio Camp John Hay3 4 



PHILIPPINES?
WHY
The Best Language Training Place

フィリピンで最も安全な街、バギオ
バギオ留学経験者の感想でもっとも多いのが、バギオ市民の人々がとても親切でフレ
ンドリーだということです。また、大統領専用邸宅があることからも分かる通り、とても
治安が良くタクシーに乗っても違法に高い料金を請求されることはありません。フィリ
ピンを代表する保養都市・安全都市として有名です。

高い英語水準
バギオはアメリカ軍の保養施設（リゾート）として開発され、街の設計もアメリカ・ワシ
ントンDCを設計したバーンハム（Burnham）氏が担当し、今でもアメリカの影響が色濃
く残っています。そのため、アメリカの文化と言語が人々に浸透し、英語の水準も他の
地域に比べて高くなっています。

留学に適した過ごしやすい環境 
バギオは1年を通して日本の春や秋の気候に近く、エアコンを一切使わずに過ごすこと
が出来る都市です。また、標高1,500mという高地に位置していることから空気が澄ん
でいて留学するには最適の環境です。

世界中から人々が集まる大人気のアクティビティ
バギオは様々な観光地に囲まれています。車で1時間ほどで行けるサン・フェルナンドと
いうビーチリゾートには世界的なサーフィンスポットとして有名で多くのアメリカ人・ヨー
ロッパ人が集まります。他にも、世界7大文化遺産のバナウェ（棚田）や洞窟探検が出来
るサガダ、美しいビーチで有名なハンドレッドアイランドがあります。これらたくさんのア
クティビティを体験することは留学生にっても貴重な経験になるでしょう。

伝統ある教育の街
バギオには6つの総合大学、医科専門大学、士官学校以外にも約10以上もの大学があ
り、教育水準が高い教育都市として有名です。この利点を活かし、BECIでは質の高い講
師だけを厳選し、学生に最高の授業を提供しています。
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学習プログラム
BECIでは、全ての表現、単語、文法のミスなどを文章化し、正しい英語表現に直すSPプログラム［スピーキング集

中プログラム］と発音矯正専門プログラムである［REHABプログラム］を実施しています。これらのプログラムは

より効率的で正確に英語力を伸ばすためのBECIが誇る独自プログラムです。

NEW BECI STORY
BECI,
BECI'S NEW STORY

REASONS TO STICK TO BECI LANGUAGE ACADEMY

最高の 施設
校舎、学生寮、コミュニティービルディングは全て有名は建築家によってデザインされました。モダンな設計で高

級資材を使用し建てられています。特に学生寮5階に位置するラウンジは全面ガラス張りとなっており、大自然の

パノラマを楽しむことが出来ます。またこのラウンジにはカフェや売店も備えており、勉強だけでなく友人と会話

を楽しみながらくつろぐのに最適の場所です。

多国籍
BECIには日本、韓国、中国、台湾、タイ、ベトナムと様々な国籍の留学生が在籍しています。これにより、学生は

自然と英語でのコミュニケーションを身につけることが出来ます。

学習支援システム ( EDU-CARE System )
EDU-CAREシステムは学生の留学生活を総合管理するBECI独自の学習支援システムです。BECIへの入学と同時に学生

についての全ての情報を登録し、入学/卒業情報、エントリーテストから卒業時のテストのレベル判定結果から成

績、出欠席状況、授業スケジュール、SPプログラムで撮影した動画などのすべてをオンライン上で確認することが

出来ます。

1

2

3

4

BECI キャンパス

10,000坪を超えるの広大な敷地に建てられた校舎、学生寮、コミュニティビルディングは全て1分以内の距離にあります。
また、建物の内外には学生が快適に過ごせるように様々な休憩エリアが用意しております。

7 8 



施設案内Beyond Your Imagination

校舎

学習に集中できるよう設計されたBECIの校舎

ACADEMIC 
BUILDING

A B

C

E

A：グループクラス

B：グループクラスルーム

D

学生寮

コミュニティ
ビルディング

その他

校舎では、マンツーマンクラス、グループクラス、ナイトクラスの全ての授業が行われます。

学生が自由に勉強したり友人と会話を楽しめるように、最上階に自習・団欒スペースであるラ
ウンジを用意しています。BECIラウンジがある5階にはカフェテリアとインターネット設備（Wi-
Fi）が完備されており、グリーンバレーの素晴らしい眺めを楽しみながらリラックスできます。
また、1階にはトレーニングに最適なジムを用意しているため、運動不足になる心配もありませ
ん。

コミュニティビルディングにはBECIのオフィスがあり、各国のマネジャーがいつでも学生の相
談に対応出来るよう待機しています。ビザの延長などの各種手続きもこの建物内で行われま
す。さらに、学生がスピーキングの練習をするための特別ルーム、スピーキングテスト時に動
画撮影を行うSPルーム、発音矯正プログラム［REHABプログラム］を行うREHABルームもこの建
物内にあります。

その他にもキャンパス内外には、ウォーキングスペース、バドミントン、バレーボール、バス
ケットボール、卓球などを楽しめる各種スポーツ施設、バーベキュースペースやマッサージシ
ョップなどの便利な施設を揃えています。

BECI ラウンジ/テラス9 10 

C：マンツーマンクラス（1）

D：マンツーマンクラス（2）

E：マンツーマンクラスルーム



DORMITORY
& LOUNGE
BECIの学生寮はモダンな設計で高級資材を利用して建てられてお
り、涼しい気候のバギオで快適に過ごせるように設計されていま
す。停電対策も整っており、フィリピンで最高クラスの給湯設備を
完備することで温水対策も万全です。また、校舎へも徒歩1分以内
でアクセス出来る距離にあり、5階にあるBECIラウンジは学生が自
由に自習をしたり休憩をとれるように24時間利用可能となってい
ます。1階から4階までの寮には1人・2人・3人・4人・6人部屋がありま
す。

学生寮の各階案内

5F / ラウンジ、カフェテリア、売店

4F / 学生寮、出入り口

3F / 学生寮 

2F / 学生寮

1F / 学生寮、ジム
11 
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COMMUNITY
BUILDING 

ラウンジ、学生寮、ジム

DORMITORY
BUILDING

구비시설
-크로스핏장, 스피킹연습실
(SPEAK UP 룸), 외부탁구
장, SP 오피스

REHABルーム、SPルーム、管理オフィス、講師トレーニングルーム、ライブラリー、マッサージショップ

13 14 



LOUNGE
BECI

学生寮の5階にあるBECI自慢のラウンジは常時インターネット接
続が可能なWi-Fi設備があり、自習や休憩に最適です。またカフェ
や売店もあり、友人同士で楽しい時間を過ごすことも出来ます。
さらにラウンジは全面ガラス張りになっており、バギオの絶景を眺
めることが出来ます。
【ラウンジ内施設】 
Wi-Fi（24時間接続可能）、自主スペース（EOP）、カフェテリア、
売店、バリスタトレーニングセンター 
※EOP…English Only Policy
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& CAFETERIA
BECI LOUNGE
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BECIの学生寮は、学習に最適な雰囲気とリラックスするための最適なスペースを兼ね備えています。伝統的な
カントリースタイルの家具で統一されたデザインはバギオの涼しい気候に最適な設計となっています。

5F / ラウンジ、カフェテリア、売店
4F / 学生寮、出入り口
3F / 学生寮 
2F / 学生寮
1F / 学生寮、ジム

学生寮の
各階案内

IN BECI
DORMITORY

1人部屋 / 2人部屋 / 3人部屋A / 3人部屋B

部屋タイプ
1人部屋、2人部屋、3人部屋A

3人部屋B(テラスなし)

室内設備
ベッド、トイレ、シャワールーム（洗面台

含む）、テラス、冷蔵庫、学習机、
Wi-Fi

1人部屋 学習机

2人部屋
3人部屋A

学生寮からの景色
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4人部屋 / 6人部屋

室内設備
ベッド、トイレ、シャワール

ーム（洗面台含む）、冷蔵
庫、学習机、Wi-Fi

※ユニットバス（トイレ兼
シャワールーム）

学習机（4人部屋 )

4人部屋

廊下/ 防火設備

6人部屋

BECIの外部寮は、バギオのパノラマビューを見ることが
出来るグリーンバレービレッジという学校から5分程のと
ころにある涼しく閑静な住宅街に位置しています。
学生はグリーンバレーのパノラマを楽しみながら通学し
ます。グリーンバレービレッジはバギオで最も安全な地
区にあり、学生寮は2人・3人・4人部屋で構成され、部屋
は寝室とリビングルームで区切られています。各部屋に
はベッド、学生机、共有の冷蔵庫があり、快適に過ごすこ
とが出来ます。

DORMITORY
EXTERNAL
BECI

2人部屋

3人部屋

リビングルーム

21 22 



カフェテリア、売店、ダイニング、ランドリー、マッサージショップ

BECI
FACILITIES

卓球台、バスケットボールコート、バドミントンコート、バレーボールコート

バレーボールコートマッサージショップ

カフェテリア

ランドリー

ダイニング

売店

バスケットボールコート

卓球台

23 24 

バドミントンコート



ACADEMY
BECI
最高のアカデミー

BECI EDU-CARE
EDU-CAREシステムは学生の留学生活を総合管理するBECI独自の学習支援システムです。BECI
への入学と同時に学生についての全ての情報を登録し、入学/卒業情報、エントリーテストから
卒業時テストのレベル判定結果、さらに成績、出欠席状況、授業スケジュール、SPプログラムで
撮影した動画などをすべてオンライン上で確認することが出来ます。各学生にはそれぞれIDと
パスワードが与えられ、自身のページにいつでもホームページからアクセスすることが出来ま
す。

01
学生情報の管理

プロフィールページでは学生の名前、国籍、
受講コース、受講開始日、エントリーテストで
のレベルを確認することが出来ます。

02
スケジュール管理

スケジュールページでは、各学生の授業スケ
ジュールを確認することが出来ます。

03
SPテスト動画管理

カリキュラムページでは、SPテストで撮影さ
れたテスト動画を見ることが出来ます。ス
パルタコースの学生であれば週に1本、セミ
スパルタ（SPEED-ESL）、TOEIC、IELTSコー
スの学生であれば月に1本のペースで動画
がアップされます。

04
成績管理

さらに、カリキュラムページでは各学生
が自身の成績（テスト結果）を確認する
ことも出来ます。

25 26 



SPEED ESL
SEMI  SPARTA

本コースはBECIで15年間続いている最も長い歴史を持つセミスパルタコースです。初級者から中上級者までの全
ての学生が選択出来るコースとなっており、スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの各分野をバラン
ス良く学習し、英語力の総合的な向上を狙います。また、本コースを受講する学生は平日の外出も可能です。

マンツーマンクラス：4コマ、グループクラス：2コマ、ナイトクラス：3コマ（オプション）
SP（スピーキング）テスト：月1回

授業構成

レベル区分

クラススケジュール

BASIC 

UPPER BASIC 

PRE INTERMEDIATE

INTERMEDIATE

UPPER INTERMEDIATE

ADVANCED

マンツーマンクラス 
4コマ

グループクラス
2コマ

ナイトクラス
3コマ

・スピーキング
・リスニング
・リーディング
・ライティング

・レベル別のクラス編成
・講師によるオリジナル教材を使用

・ネイティブクラス
・文法クラス
・発音矯正クラス

7:00 am 
7:00~8:00 am
8:00~8:50 am
9:00~9:50 am

10:00~10:50 am
12:00~1:00 pm

1:00~1:50 pm
3:00~3:50 pm
4:00~4:50 pm
5:50~7:00 pm
7:00~7:50 pm
8:00~8:50 pm
9:00~9:50 pm

10:00 pm

起床
朝食

スピーキングクラス
リスニングクラス

リーディングクラス
昼食

ライティングクラス
グループクラス1
グループクラス2

夕食
ネイティブクラス

文法クラス 
発音矯正クラス

就寝
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9コマ

※SPプログラムを受講したい場合は4週間毎2,000ペソの追加料金が必要です。
※REHABプログラム（1週間）を受講したい場合は2,000ペソの追加料金が必要です。



SPARTA ESL
SPARTA

短期間での英語力向上を狙い、英語学習に専念するプログラムとして通常のセミスパルタコースよりもタイトなス
ケジュールとなっているコースです。本コースは徹底的に集中して英語を勉強したい学生にオススメです。
また、本コースの受講生は平日の外出が禁止されており、全ての時間を英語学習に費やすことが出来ます。さらに
本コースでは週に1度のSPプログラム（スピーキング集中プログラム）にて間違った英語表現を正確に直し、発音矯
正に特化したREHABプログラムにて正しい発音を身につけることが出来ます。
 

マンツーマンクラス：5コマ、グループクラス：3コマ、ナイトクラス：3コマ
SPプログラム：毎週1回のスピーキングテスト（動画撮影） 

REHABプログラム：コース受講中に1回（1週間）

・スピーキング
・リスニング
・リーディング
・ライティング
・文法

・レベル別のクラス編成
・講師によるオリジナル教材を使用

・発音クラス
・語彙習得クラス
・文法クラス

BASIC 

UPPER BASIC 

PRE INTERMEDIATE

INTERMEDIATE

UPPER INTERMEDIATE

ADVANCED

授業構成

レベル区分

授業スケジュール

7:00 am 
7:00~8:00 am
8:00~8:50 am
9:00~9:50 am

10:00~10:50 am
11:00~11:50 am
12:00~1:00 pm

1:00~1:50 pm
2:00~2:50 pm
3:00~3:50 pm
4:00~4:50 pm
5:00~5:40 pm
5:40~6:15 pm
6:15~7:15 pm

7:15~8 pm
10:00 pm

起床
朝食

スピーキングクラス
リスニングクラス

リーディングクラス
ライティングクラス

昼食
文法クラス

グループクラス1
グループクラス2
グループクラス3

ナイトクラス
夕食

ナイトクラス
ナイトクラス

就寝
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11コマ

マンツーマンクラス 
5コマ

グループクラス
3コマ

ナイトクラス
3コマ



SPEAKING 
PRESCRIPTION

スピーキング集中プログラム

テスト方式

評価方法

概要

対象

現在の英語レベルを確認し、学生の弱点（語彙、文法、発音など）を
把握して苦手な分野を集中的にサポートします。

インタビュー方式のテストでは学生のレベルによって質疑応答、写真
解説、トピックについてのディスカッションなどの様々な方法のテス
トを行い、全ての過程を動画で撮影します。

撮影した動画を担当の専門講師が全て文章化して、文法、表現、発
音、アクセント、イントネーション、語彙、内容の正確さ、聞き手の理
解度などを細かくチェックし、9段階の評価で学生のレベルを判定し
ます。

自然な表現に矯正
明らかに間違った表現
や不自然な表現を自
然で分かりやすい表
現に矯正します。

発音矯正
発 音 矯正専門講 師
が学生の間違った発
音を正確に把握して
正しい発音に矯正し
ます。

文法矯正
間 違った 文 法を
正しい文 法 に矯
正します。

文法、文章理解度、文章構成力、語彙、発音、表現な
どを9段階で評価を行います。

SPテストではその過程の中で、学生は様々な英語表現
を使わなくてはなりません、もしその中に誤った表現、
発音、文法があればすぐに修正することが出来るのが
最大の長所です。 
初回のSPテストの後、1週間で誤った表現を修正し、正
しい表現、発音、文法を学び、3・4週間後には英語の
表現力が飛躍的に伸びていきます。

エントリー 
レベルテスト

SP講師による 
評価

SP講師による 
レベル判定

SP授業の進行
SPテスト結果を元にコ

ンサルティング

SPレベルテスト
（週1回）

ビデオ撮影 動画の文章化

SP（スピーキング）テストの過程

SPテスト動画のスクリプトと間違い点

文法 / 発音 / 表現 / スペルミス の矯正

SPテスト結果
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スパルタコース受講中の学生が対象です。
※スパルタコース以外の学生は現地費用2,000ペソを支払うことで受講可
能です。



REHAB
PROGRAM       

発音矯正プログラム

本プログラムは、多くの学生が抱える発音についての悩みを解決するBECIの独自プログラ
ムであり、フィリピン英語留学の一番の課題だった「発音」問題を効果的に解決する特別
なプログラムです。

本プログラムはBECI専属のネイティブ講師であるイギリス人・アメリカ人講師によっ
て進行されます。本プログラムを受講する学生は留学期間中の1週間、全て発音矯正
に特化した授業を通常の授業の代わりに受講します。この授業は5名以下の少人数
で進行されます。

スパルタコース受講中の学生が対象です。
※スパルタコース以外の学生は現地費用2,000ペソを支払うことで受講可能です。

イギリス人・アメリカ人講師がそれぞれ2コマ（1コマ1時間）ずつ正しい発音の指導を
行います。そして教わった発音をフィリピン人講師と共に復習します。

8:00〜12:00 / ネイティブ講師（イギリス人・アメリカ人）による発音指導
13:00〜17:00 / フィリピン人講師による復習

REHABプログラム受講中の学生は受講期間中、より厳しいEOPルールを守らなけれ
ばなりません。

概要

対象

授業

時間

補足

ビジネス専門コース

BECIの新しいコースであるビジネス専門コースは、ビジネスレター[履歴書、各種ビジネス書類作成スキル]、ビジネス用
語、面接スキル、およびビジネスプレゼンテーションスキルを訓練し、英語でのコミュニケーションスキルをビジネスで
通用するレベルまで向上させます。このコースはビジネスで英語を使いたい学生や、これからワーキングホリデーで海外
に行く学生、海外で就職したい学生にオススメのコースです。

1. スピーキング [ビジネス特化]：2コマ / マンツーマンクラス

2. リスニング [正確な理解]：1コマ / マンツーマンクラス

3. リーディング [ビジネス用語、ビジネス書類]：1コマ / マンツーマンクラス

4. ライティング [ビジネス書類、ビジネスメール]：1コマ / グループクラス

5. アクティビティ [プレゼンテーション、議論、ロールプレイ]：1コマ / グループクラス

・職場でビジネス英語が必要な学生

・英語圏の国への就職、移住を計画している学生

・ワーキングホリデーで英語圏の国へ行く学生

・スピーキング、リスニング、ライティング、リーディングスキルをビジネスで通用するレベル

まで強化します。

・ビジネスで必須の会議やプレゼンテーションにおいて、英語で円滑にコミュニケーション

を図れる能力を身につけます。

レベル1
(初級)

基礎ビジネス英語

・基本的なビジネス用語
・履歴書、基本的なビジネス書
類の作成
・面接練習

一般ビジネス英語

・一般的なビジネス書類の作成
・ビジネス会話
・英語でのディベート、ディスカ
ッション

応用ビジネス英語

・ビジネス書類、報告書の作成
・ビジネスメール
・トピックについての議論
・英語での会議

レベル2
(中級)

レベル3
(上級)

マンツーマンクラス：4コマ、グループクラス：2コマ、ナイトクラス：3コマ （オプション）

ナイトクラスはSPEED-ESL（セミスパルタ）コースと同様に3クラスまで任意で受講可能
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対象

プログラム

レベル区分

カリキュラム

9コマ



この客室乗務員コースは、フィリピンで最も多くの客室乗務員、パイロット、および整備士
を輩出するWCC（World City College、最大級の航空専門学校）の協力の元提供する、8週間か
ら12週間のコースです。航空関係の学部/学科を専攻している方はもちろん、専攻していない
方、または客室乗務員を目指している方へのコースであり、総合的な英語力向上、英語面接
の練習、さらにWCCでの実践トレーニングプログラムも追加で受講することができます。

FLIGHT
ATTENDANT

マンツーマン3時間+グループ2時間+

- 航空関係への就職を目指し、かつ総合的な英語力を向上させたい方
- 航空関係とは別分野の学位を取得していながらも、流暢な英語を身に着け、
客室乗務の習得とWCCの修了証明書により、就職活動で他学生と差をつけたい方

 - 第1期：2017年10月2日〜2017年12月22日（12週間）
 - 第2期：2018年4月2日〜2018年 6月22日（12週間）
 - 第3期：2018年10月1日〜2018日12月21日（12週間）

* 8週間以上から受講可能
4週間からの登録も可能ですが、8週間未満の登録の場合は、WCCトレーニングプログラムに参加することが出来ません。

- 客室乗務員の仕事で必要とされる総合的な英語のコミュニケーション
スキルの向上

 - 英語での面接、ディスカッションなどを難なく行える能力の習得
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対象者

期間

目標

7コマ

フライト
アテンダント

対策クラス
（1時間）

- 航空業界の基礎知識、
面接練習、立居振舞い、
機内アナウンスなど、
客室乗務員に必要な分野
の訓練

ESL
グループ

クラス
（1時間）

- 学生のレベルに
合わせたクラスでの受講
- 日常生活に役立つ
実用的な表現 

フライト
アテンダント
スピーキング

（2時間）

-基本的な英語でのコミュニケーション
スキルを学ぶ
-機内での様々な状況を想定した
ロールプレイとディスカッション

フライト
アテンダント

リスニング
（1時間）

-日常英語でのリスニングスキルを鍛える
-客室乗務員としての業務中に必要な
リスニングの訓練

フライト
アテンダント
ライティング

（1時間）

-就職に必要な履歴書、カバーレター、
その他の書類の準備

マンツーマンクラス（3時間） グループクラス（2時間）
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-  TOEIC模擬テスト＆解説  (2時間)
     （TOEIC点数保証コースの授業）

                           -OR-
-  SPEED ESLナイトクラス  (2時間)

ナイトクラス2時間 

ナイトクラスでは、TOEIC模擬テスト&解説クラス、またはESLコースと同様のクラスのどちらかを選択していただきます。

マンツーマンクラスでは、リスニングクラスまたはライティングクラスのどちらかをを選択していただきます。

-OR-

- WCCアビエーションカレッジで3日間の研修セミナーを行います。修了後はWCCからの
修了証明書を授与します。

- 航空業界の紹介、緊急避難、機内サービス、化粧会社レブロンのスタッフによる化粧の
仕方を学ぶ授業などを含む客室乗務員にとって重要な基礎を学びます。

WCC
トレーニング

プログラム

*  WCCトレーニング希望者は現地にて申請、追加研修費用として15,500ペソお支払いいただくことで受講可能です。 
(料金には、4〜5人共同部屋での3日間の宿泊料が含まれています)



TOEIC 点数保証コース
マンツーマンクラス：4コマ、グループクラス：2コマ、ナイトクラス：5コマ

本コースはTOEICテスト満点のスコアを持つ講師によって授業が進行されます。そして、TOEIC公式テスト
または校内模擬テストからの得点アップを保証します。専門講師がTOEIC試験の出題形式を分析したも
のを集中的に対策することで得点アップを狙います。学生は講師による問題解説を通して、自らの弱点を
把握し、集中的に学習することが出来ます。さらに、毎週模擬テストを行うことによりTOEICテストの時間
感覚を身に着けます。
( 保証点数についての詳細は以下に記載しています。）

・12週間以上の留学期間を持ち、1年以内の公式スコアを持つ学生が対象

・700点保証：400点以上の公式スコア保持者

・900点保証：700点以上の公式スコア保持者

※公式スコアを保持していない場合は、学校での模擬試験のスコアが基準になります。

※4週間から受講可能ですが、その場合、点数保証はありません。

・トレーニングコース終了時に保証されたスコアを取得出来なかった場合は、保証されてい

るスコアを取得するまで授業料が全額免除されます。（その他滞在費等は対象外）

・授業への出席率が95%未満だった場合は保証対象外となります。また、学校から何らかの

ペナルティを受けた場合にも保証対象外となる場合があります。

マンツーマンクラス
4コマ

・TOEIC スピーキング
・TOEIC リスニング
・TOEIC リーディング
・TOEIC ライティング

・スピーキング
・ 必須 文法

・TOEIC模擬テスト
・TOEICテスト対策 
・TOEIC 必須  語彙
・グループディスカッション

グループクラス
2コマ

ナイトクラス
5コマ

カリキュラム

点数保証内容

保証規定

  

TOEFL 点数保証コース

本コースはTOEFLテスト（TOEIC、IELTSでも可）のスコアを保持する学生が、さらなる得点アップを狙うた
めのコースです。TOEFLテストの全体を理解すると共に、TOEFLに特化された授業を受けることで効率的
に得点アップを狙います。学生は入学時のテスト結果をもとにカリキュラムを柔軟に変更・調整すること
が出来ます。これにより、弱点分野を集中的に学習したり得意な分野をさらに伸ばすなど、それぞれが求
める目標を達成することが可能になります。

・コース終了時に保証されたスコアを取得出来なかった場合は、保証されている
スコアを取得するまで授業料が全額免除されます。
（その他滞在費等は対象外）
・授業への出席率が95%未満だった場合は保証対象外となります。また、学校か
ら何らかのペナルティを受けた場合にも保証対象外となる場合があります。

・12週間以上の留学期間を持つ学生が対象
・60点保証：TOEFL 40点/ TOEIC 490点/ IELTS 3.5 以上
・80点保証：TOEFL 60点/ TOEIC 700点/ IELTS 5.0 以上
・100点保証：TOEFL 80点/ TOEIC 860点/ IELTS 6.5 以上
 ※公式スコアを保持していない場合は、学校での模擬試験のスコアが基準になります。 
※4週間から受講可能ですが、その場合、点数保証はありません。

マンツーマンクラス
4コマ

・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

・スピーキング
・リスニング

・TOEFL 模擬テスト
・TOEFL テスト対策
・TOEFL  必須  語彙
・セルフスタディ

グループクラス
2コマ

ナイトクラス
5コマ

カリキュラム

保証規定

点数保証内容
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11コマ

マンツーマンクラス：4コマ、グループクラス：2コマ、ナイトクラス：5コマ

11コマ



IELTS点数保証コース &
IELTS基礎コース 

本コースはIELTSアカデミック8.0以上のスコアを保持している講師によって授業が進行されます。専門の講師がIELTSの
出題形式を分析し、徹底的な解説によって短期間での得点アップを狙います。クラスはスコア別に別れており、学生のレ
ベルに合わせた学習方法を指導することでより効率的な学習が可能となります。
新たに追加された「IELTS基礎コース」では、まだIELTSの公式スコアを持っていない初級者向けに開設されました。
IELTSテストの全体を理解し、効率的に学習するための基礎知識を身に着けます。また、英国のアクセントや世界的な問
題に慣れるため、BBC放送とTED講義のリスニンググループクラスを追加しました。

1) 条件：12週間以上の留学期間を持ち、1年以内の公式スコアを持つ学生が対象
2) 保証条件

1)  5.5保証：4.0の公式スコア  2)  6.0保証：5.0の公式スコア
3)  6.5保証：6.0の公式スコア  4)  7.0保証：6.5の公式スコア
5)  IELTS基礎：点数保証なし

3) その他の情報
1) 学生がアカデミックスコアを保持する場合はアカデミックスコアを、ジェネラルトレーニングスコア

を保持する場合はジェネラルトレーニングスコアを保証します。
2) 公式テストは、バギオのテストセンターにてコース受講開始から10週間後に行われます。コース終

了時に保証されたスコアを取得出来なかった場合は、保証されているスコアを取得するまで授業料
が全額免除されます。（その他滞在費等は対象外）

3) IELTS公式試験費用は授業料に含まれています。
4) IELTSの入学時期はホームページで確認できます。（月に1回） 
5) IELTS基礎コースは、4週間からの受講が可能です。また、IELTS点数保証コースも4週間からの受講

可能ですが、点数保証や公式試験は含まれません。
6) 授業への出席率が95%未満だった場合は保証対象外となります。また、学校から何らかのペナルテ

ィを受けた場合にも保証対象外となる場合があります。

マンツーマンラクス
4コマ

マンツーマンクラス
4コマ

グループクラス
3コマ

グループクラス
3コマ

ナイトクラス
4コマ

ナイトクラス
2コマ

・IELTS スピーキング
・IELTS リスニング
・IELTS リーディング
・IELTS ライティング

・IELTS スピーキング
・IELTS リスニング
・IELTS リーディング
・IELTS ライティング

・スピーキング
・リスニング
　(BBC/TED)

・IELTS 模擬テスト
・IETLS テスト対策
・IELTS  必須   語彙

・IELTS必須  語彙
・IELTS必須 文法
・IELTSネイティ
ブスピーキング

・IELTS 必須  語彙
・IELTS 必須 文法
・IELTSネイティ
ブスピーキング

IELTS基礎コース IELTS点数保証コース

BARISTA
PROGRAM       

バリスタプログラムは4週間で完結するプログラムとなっています。ナイトクラスの様に、通常
の授業が終了した夜間に開講されます。月曜から木曜まで毎日1時間、プロのバリスタによる
特別授業を受け、修了時には修了証明書を授与されます。授業ではバリスタの歴史や珈琲の
基礎知識から最新の機器を使用し、本格的な珈琲の淹れ方を学びます。

本コースは現地にて申請、6,000ペソをお支払いただくことで受講可能です。

［1週目］
・ワーキングホリデーの
　基礎知識を習得 
・バリスタ講義

ワーキングホリデーで定番の各職種についての解説（ウェ
イター、ルームクリーニング、ハウスキーピング、バーテン
ダー、バリスタ）

エスプレッソの基礎知識、珈琲の淹れ方と提供方法、
各種機器のメンテナンスと正しい使用方法

エスプレッソ、アメリカン、カプチーノ（1-8オンス）
の淹れ方、履歴書の書き方、面接練習

［2・3週目］
・BECIトレーニングセンタ
ーにて実習

［4週目］
・実践演習

・バリスタに興味のある学生
・ワーキングホリディにてカフェで働きたい学生
・帰国後バリスタとして働くことに興味のある学生

対象

カリキュラム
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点数保証内容

バリスタプログラム



旅に出かけよう！
世界中の旅行者からも大人気のサーフィンスポットであるサン・フェルナンド、世界遺産にも認定された美しい棚田のあるバナ
ウェ、神秘的な鍾乳洞の中を探検できるサガダ、スペインの文化・建築物が残る歴史的な街ビガンなど、貴重な体験が出来る
素晴らしい観光名所がバギオ周辺に隠されています。

バギオの街にくりだそう！
バギオ市内でもたくさんのアクティビティを体験できます。乗馬体験やキャンプ、大自然の中でのゴルフ体験などはBECIの学生
に大人気です。もちろん、BECI校内でも様々なアクティビティやスポーツを楽しむことが出来ます。

サーフィン、乗馬体験、世界遺産旅行まで楽しめる！

ACTIVITY
BECI

大自然の中で様々なアクティビティを
楽しめる都市バギオ！

バギオ周辺にはたくさんの魅力的なスポットが隠されています。

BECIではアクティビティを通じた英語力の向上はもちろん、生徒

それぞれが持っている才能を活かしてグローバル人材に成長でき

るようサポートしています。主なアクティビティの課外活動はバギ

オの現地の学校と協力して当校の生徒の知識と才能を現地の学

生たちとシェアし、実践的な英語を身につけます。また課外活動

では、英語でプレゼンテーションをしたりディスカッションや質

疑応答に必要なスピーキング力を、担当講師陣によるトレーニン

グを通じて伸ばすことができます。それ以外にも、毎月実施され

るBECI月間アクティビティ、英語を使って行われる料理クラス、バ

ギオの子供たちと触れ合うことができる課外活動など、BECIで学

んだ英語力を200％活かすことができる様々なアクティビティが

用意されています。

BECIで得た英語力、200%活かす!

OUTREACH
BECI
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各種許可証

[出国関連]
・パスポート、往復航空券
・保険：留学生用保険証持参
・クレジットカード / 国際キャッシュカード

[学習関連]
・辞書、筆記用具
・日本語の単語帳、文法書

[その他]
・スプレー、刀、つめきりは機内持ち込み禁止物なのでご注意
ください。
・申告するものがある場合、税関申告書に記入し指示に従っ
て下さい。

留学相談 申込み

登録費用
の入金

入学 / 
オリエンテーション

留学費の
入金

出国準備 /
 出国

留学前チェックリスト 入学までの流れ

本パンフレットに記載された規定は、登録/返金に限った規定事項です。
その他の規定につきましては、当校が入学時に配布する資料内の規定をご参考下さい。
現地で行われるオリエンテーションの際、規定に同意するサインをしていただきます。

【登録規定】
・入学金1万円は返金不可、授業料と滞在費は入学4週間前までにお支払いください。
・延長を希望する場合、卒業予定日の４週間前までに申告、申込書を記入し、2週間前までに費用を全額お支払
いください。
・授業料と滞在費は繰越し及び譲渡出来かねます。

【返金規定】
・留学日程の延期及び変更は、入学予定日を基準として3週間以上前の場合は変更可能、３週間未満は変更不可
となります。
・留学のキャンセルは入学予定日の３週間以上前の場合、入学金を除いた金額の返金が可能です。3週間未満の
場合は入学金と2万円の手数料を除いた残りの費用を返金致します。1週間未満の場合には、入学金と3万円の手
数料を除いた残りの費用を 返金致します。
・留学中、個人の事情で退学を希望する場合、留学期間が8週間以上残っている場合は、残り期間費用の60％を
返金、8週間未満の場合、50％を返金、4週間未満の場合は返金致しかねます。
・返金は学生の退校1週間前に、学校のマネージャーに書面で要請していただく必要があります。
・返金は退校後の約4週間後にご本人様が指定した口座に振り込まれます。

※詳細規定事項が記載された規定集は入学時、現地で配布致します。
※また本規定に同意するサインが必要となります。

登録/返金規定
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