
　　セブ英語倶楽部
　　　Cebu Eigo Club Inc.

　　　“初心者留学”のセブ英語倶楽部



はじめに

　セブ英語倶楽部は、日本人の初心者にフォーカスした新しいタイプの

英語学校です。

　英国MBAホルダーが、フィリピン留学初の「日本人講師」として、“最

初は英語ができない日本人”に日本語で英語を教えます。また、セブ在

住2年以上の日本人2名が常駐し、直接お客様に対応します。そして、

日本語で書かれた日本語の参考書を使って授業を行います。

　「英語オンリーの環境にはまだ早い」、「1日8時間も英語で話すなんて

無理」、「そもそも英語で説明されても分からない」というお客様のために、

私たちはセブ英語倶楽部を立ち上げます。非帰国子女で英語をモノにし

た日本人講師と、経験豊富なフィリピン人講師、そしてセブを知り尽くし

た日本人マネージャーが、お客様の英語学習をサポ―トします。

2015年11月
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学校概要

日本人スタッフ 2名常駐

学校名 セブ英語倶楽部

講師数 15名

学生定員 30名

CEO 瀬戸宏幸

開校 2016年3月1日　予定

所在地

エースペンション　

　マクタン島　ガイサノ・マクタンの向い

　1階は日本食レストラン「だるま」

資本金 400,000 ペソ

運営会社 Cebu Eigo Club Inc.　（2015年11月11日設立）



経営者略歴

COO 兼 英語講師 青木啓次　

経歴：

2013年11月～

Fun Ceb IT Solutions Inc. COO

2012年7月

プロジェクトマネジメント会社を退職
（JASDAC上場企業、執行役員）

学歴：

英国Southampton大学　MBA　卒業

早稲田大学　法学部　卒業

著書：

・37歳半年でIELTS 6.5　42歳で英国

MBA留学を実現した英語学習法

・キーワードで学ぶイギリス英語

・フィリピン英語留学の成功者たち

いずれもAmazon Kindleより出版

CEO  瀬戸宏幸

経歴：

2012年11月〜

マクタン島へ移住

2012年4月

英語力・収入ゼロでマクタン島へ留学

2012年1月 

退職（サラリーマンを辞める）

学歴：

独協大学　経済学部　卒業

現在は、タイ式マッサージ「NUAT THAI」

を 2店舗経営。マクタン島でAirbnbを利

用した民泊など、Macbook1台で収入を

得ながら日本とマクタン島でデュアルライ

フ中。



経営者略歴（著作紹介）

2015年1月発売以降

1,600ダウンロード

2015年2月発売以降

1,150ダウンロード



3つの強み

1. 1. 日本人のビギナーに特化日本人のビギナーに特化

　　”フィリピン留学初”の日本人講師による授業

　　日本で定評があり実績のある日本の学習参考書を使用
      セブ在住2年以上の日本人2人が常駐でマネジメント

2. 2. セブ最安レベル（ホテル寮学校）セブ最安レベル（ホテル寮学校）
　　4週間　25万円（授業料、ホテル滞在費/1人部屋、食事代含む）

3. 3. 最適な学習＆生活環境最適な学習＆生活環境
　　宿舎はホテル「エース・ペンション」　Agoda評価7.2

　　昼食・夕食は、人気日本食レストラン「だるま」が提供

　　学校の目の前は　ガイサノ・マクタンモール



　日本人のビギナーに特化

英国MBAホルダーによる”日本語”での授業
　

　・ビギナー向けに日本人講師が日本語で基礎を教える

　・他の授業や自習で分からない点も日本語で質問に答える

　・実体験に基いた勉強法をアドバイス（講師は非帰国子女）
  ・日本語堪能なアメリカ人講師によるレッスン（不定期）
　

日本語の音源付きの人気参考書を活用
　

　・良質な基本表現を反復により体で覚える

　・「予習→授業→復習」を一つのテキストで行うことで

　　「反復」のサイクルを作る

　・こうすることで「帰国後」も勉強を継続しやすい

オリエンテーション、レベルチェックテストも

日本人が担当
　

　・「入り口で挫折させない」「最初はできないのが当り前」



セブ最安レベル

ホテル寮＆日本食提供の環境で　25万円/4週



　最適な学習＆生活環境



　最適な学習＆生活環境

食堂がある6階からの眺め

オールドブリッジ方面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニューブリッジ方面



　基本的な考え方

自習を重視  : インプット無しではアウトプットは不可能
 ・インプット（自習）とアウトプット（授業）の比率を1:1へ　→　授業は1日5コマまで

 ・自習室にフィリピン人講師が待機し、必要に応じて質問に答える

 ・知識の蓄積のない初心者が１日８時間話すことは不可能（ツライだけ）

 ・フィリピン人講師とのレッスンは、主に「楽しくアプトプットする場所」

ライティングと音読にフォーカス
 ・（自習）自分で書く　→（授業）添削＆アドバイス　→（復習）書き直し＆音読

 ・ライティングは自分の間違いが残る　→　弱点の可視化

 ・自分で書いた文章は覚えやすい→基本表現を覚えることが上達のコツ

 ・1日最低1時間の音読を推奨、音読こそ最強の勉強法

音源CD付きの教材を使用
 ・留学中は授業で使われる教材の音源を聞きまる →　あれこれ手を出さず数冊に集中

 ・帰国後も同じ音源を聴くことで学習継続

※ レベルチェックテストはなし→月曜の朝から授業　（事前にオンライン実施かテストスコア提出で代用）　
※ 教材は生徒に日本で買ってきて貰う　

効率的に最短時間で学び、捻出した時間でセブを楽しむ！



　コースと時間割

時間

7:00 - 8:00 朝食

8:00 - 8:50 第1限

9:00 - 9:50 第2限

10:00 - 10:50 第3限

11:00 - 11:50 第4限

11:50 - 13:00 昼食

13:00 - 13:50 第5限

16:00 - 16:50 第8限

18:00 - 19:00 夕食

15:00 - 15:50 第7限

14:00 - 14:50 第6限

17:00 - 17:50 第9限

1, 一般英語　※基本コース 全5コマ

マンツーマン 4コマ　

グループ 1コマ

2, ゆとり英語　全4コマ

マンツーマン 3コマ　

グループ 1コマ

3, TOEICコース　全5コマ

マンツーマン 4コマ

グループ 1コマ（TOEIC授業）

4, IELTSコース　全5コマ

マンツーマン4コマ　

グループ1コマ　(IELTS授業）



　レッスン紹介（マンツーマン）

授業 テキスト 授業内容

発音

超低速メソッド

英語発音

トレーニング

1,296円

テキストに添って、一つ一つの発音記号の発音方法を
学ぶ。授業中は講師に倣って発音。復習で音読し、体
に染み込ませる。自習時はテキスト付随の音源を毎
日聞く。

基本表現

どんどん話すた
めの瞬間英作文

トレーニング

1,994円

テキストに添って授業を進める。授業は前日の復習か
らスタート。講師は生徒が話すことを促し、間違った箇
所の指摘・解説、及び類似表現等を教える。自習時は、
テキスト付随の音源を毎日聞く。

シチュエーション英語

すぐに使える

トラベル英会話

1,728円

トラベル英会話は実は非常に実践的な素材。生徒と
講師がテキストに添ってロールプレイング。とにかく、
基本表現を叩きこむ。自習時は、テキスト付属の音源

を毎日聞く。

ライティング 特に無し

事前に与えられたテーマに対し、予習で英作文を書く。

授業では添削を受け、類似表現や作文のコツを教わ
る。復習では、授業で学んだことを踏まえ、もう一度書
き直す。更に、自分が書いた作文を音読する。



　レッスン紹介（グループ）

授業 テキスト 授業内容

ディスカッション
特になし

授業の冒頭、記事を配布し、まずは生徒が独力で読む。そ
の後講師が解説。理解した上で、賛成・反対に分かれ議論

を展開。最後に講師が議論で出た重要な表現や間違いを
ピックアップし解説。

プレゼンテーション オリジナル

プリント

毎週金曜日に、2人×10分のプレゼンテーション。2週間1

サイクル（8日）で、プレゼンの基本的な方法を教える。授業

ではモデル・プレゼンを紹介することで成功イメージを提示。

TOEIC 検討中
主に問題の解き方、解答テクニックを教える。

IELTS
Cambridge 

IELTS

月曜（リスニング）、火曜（リーディング）、水曜（ライティング
task1）、木曜（ライティングtask2）、金曜（スピーキング　模

擬面接）。模擬面接は他の生徒の前で行い共有。模擬面
接以外は、授業の前半で問題を解き、その後解説。

質問クラス

（初心者用　日本語）
特に無し

他の授業や自習で分からなかった点を、日本人講師が日
本語で解説。他の生徒の疑問・質問を共有することは英語
学習には非常に有益。勉強方法についてのアドバイスも。

徹底基礎英語

（初心者用　日本語）

旅の指さし
会話帳mini

英語

734円

実は「指差し英会話」ができれば海外旅行は十分。

講師の実際の体験も交え、実践的な表現を学習する。



　モデルケース

7:00- 8:00 朝食

8:00-8:50 1:1

9:00-9:50 1:1

10:00-10:50 自習2

11:00-11:50 グループ

11:50-13:00 昼食

13:00-13:50 1:1

16:00-16:50 自習4

18:00- 19:00 夕食

15:00-15:50 自習3

14:00-14:50 1:1

17:50-18:00 自習5（英作文）

6:00-7:00 自習1（音読） 朝食前にまずは「音読」

英語脳と口の筋肉をほぐします

1日10時間勉強して、18時には勉強終了！！

直前の授業を忘れないうちに復習

復習が終ったら予習へ

最後に、その日で一番知識が詰まった脳で

英作文にチャレンジ

1日10時間勉強すれば十分！！　You're free!!

　外食に出かけるも良し、マッサージに行くも良し

　学校で学んだ英語を、「外で」「実践で」使う時間



　料金表

Draft  ※プロモ、キャンペーン料金も設定予定


