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何かを学ぶためには、自分で体験する以上にいい方法はない

優れた教師とは生徒の容器に知識を流し込むのではなく、松明に火を灯す存在である

アルベルト・アインシュタイン

実践体験を通して、英会話を学び、自分の可能性を知る 

全力留学

Since 2013
フィリピン政府認定校　TESDA/SSP発給校
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「夢を夢のままにしない」英語を学んで人生感も拡がる、そんな学校を

「落ちこぼれの人生」 

 みなさんはじめまして。 
SPEA創業者の松岡と申します。 
私の最終学歴は「高校卒業」私はいわゆる落ちこぼれでした。 
通っていた大学ではあまりにも態度が悪いことから「退学」を通告されるまででした。 

「幼少期の体験」 
幼少期は、海と山の自然溢れる環境の小さな町で育ち、幼馴染に囲まれ 
毎日野山を駆け回り泥だけになりながら自然の中で遊んでいました。 
仲間はずれなど絶対にしない。そんなポリシーを強くもつ団結力のある仲間たちでした 

それからほどなくして、東京に引っ越しをするのですが、 
私はここで今までの生活とは真逆の「いじめ」を体験しました。 
毎日毎日、学校に行けば「無視」をされ「リンチ」このことを先生に相談しても 
いじめられる方が悪い。ということを言われ「登校拒否」に 

「常に夢を持って生きてきた」 
私には幼少期の頃から「常に夢」がありました 

幼稚園の頃は「どこにでも行けて、日常生活を体験できるゲームを作りたい」 
小学校の頃になると「海外で生活をしたい」 
中学の頃は「プロレスラー」になること 
高校生になると「プロのバンドマン」にというのが私の夢でした。 
この「夢」の変遷を見るだけでも、ころころと一貫性がなく変化をして行っています。 
しかし、数年が経過して私は２００９年２６歳の頃に「夢」を叶えました。 

「夢を叶える」 
「フィリピン」と出会い、日本初となる「こども専門オンライン英会話」を友人と創業を 
山間部や離島、長期療養病棟の子供達が「英語を学べる」環境を作りたい。 
一切の英語も喋れない、フィリピンに知り合いもいない中な足を踏み出しました 
こんな状態でうまくいくわけはありませんでした。なんせ「英語」が喋れないのですから 
しかしこの中で、諦めずに想いを持って行動する中で、なんとか事業の形を作りました。 
それから、数年の間に「日本初のこども専門オンライン英会話」は 
徐々に世の中に認められ日本全国で数万人のお子様が利用する、業界でも最大手のサービスと
して成長をしました。 
2013年に同社の代表を辞任し、次はオンラインではなく「フィリピンという環境」を 
最大限に活用した「留学」学校を作りたいと思い、2014年にこのドゥマゲテに出会い 
学校を設立しました。 

「フィリピンから学ぶ」 
私がこの学校を通して伝えたいこと、それは「あきらめないこと」「夢は叶うこと」 
そして、「体験する行動すること」が英語の学習でも、人生でも大切だということ。 
私はそれらすべてをフィリピンから教わりました。 
だから、この思いを共有するために、学校を設立したのです。 
冒頭でもお話しした通り、私は「おちこぼれです」でも、こんな私でもできています。 
だから絶対にあきらめないでほしい。「やりたい」この気持ちと行動があれば、できる。 
「想像できるすべてのことは実現する」Everything You Can Imagine is REAL 

SPEA創業者　松岡良彦

Starting Point English Academy
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Starting Point English Academy

最高の教師とは人によって判断基準が違います 

最高の教材があれば、とっくに私たちは喋れているでしょう 

だから、私は「最高」そんなものは存在しないと考えています 

好きなコトは、なぜ上達が早いのだろう？ 

遊びは教わるものではありません。遊びは、自分で取り組むこと 

”好きよりものの上手なれ”　好きになるコトが上達の近道 

そのために、私たちはサポートするだけなのです 

教えるのではない、ただ、サポートをするだけなのです 

優れた教師とは、 

”優生徒の容器に知識を流し込むのではなく、松明に火を灯す存在である” 

目的に向かって行動をし、挫折をして、 

達成して紆余曲折の中で自分の心に火をつける 

その隣にはいつも、当校の優れた教師たちが支えていきます。 

”何かを学ぶためには、自分で体験する以上にいい方法はない” 

今までは「一度の失敗が足を止めてしまう挫折」でしたね。 

今回で、最後にしましょう。自らが楽しみながら学ぶ。 

これこそが上達の一番の近道。だから、「実践体験」を重視しています

SPEAには最高の教師も、最高の教材もありません 
• • • • • • • • • • • • • • • • •

あるのは、「楽しく身につける」というシンプルなコト



フィリピン留学は安いコトだけが魅力じゃない

ビジネス英語指数世界1位

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。 
ちなみに、英語を公用語としている国でも、国内に英語の非ネイ
ティブスピーカーがいるため、 
アメリカやイギリスなども調査対象に含まれている。 

※GLOBAL ENGLISH社調査

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

３

フィリピン留学は欧米留学の約1.5倍

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、また、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」 

この数字が何かわかるでしょうか？ 
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。 
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欧米留学とフィリピン留学の比較

マンツーマンが中心で、この価格 
フィリピンの物価は日本の５～10 分の１であるため、非
常に安い価格で留学ができます。しかも日本や欧米留学で
はコストが高くて不可能なマンツーマンレッスンを中心に
レッスンを受講できます。 
「アメリカに留学して 300 万円使ったが、グループレッス
ンであまり話す機会がなかった」という失敗談を良く聞き
ますが、マンツーマンレッスンが中心のフィリピン留学で
はそのようなことは起こりません。 

日本から近い、旅行感覚の留学 
フィリピンは日本から非常に近いため、忙しい社会人の方
で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１週間の短期留学を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 

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

全力留学＠SPEA



治安が悪い 

 フィリピンはその治安が一番心配。せっかく留学にきた
ものの治安が心配で外に出ないというのはもったいない 

知ってても 
使えない 

 個室にこもり、学校にこもり、英語の勉強をするものの、
実践では使えない、机上の勉強になりがちです 

帰国後、 
英語力が落ちる 

フィリピン留学はマンツーマン大量が魅力。 
でも、 予習復習の時間がなく、 身にけ辛いというデメリットがあります。  

日本と同レベルの治安

実践体験カリキュラム

学ぶ習慣化

私たちの学校は、英語教育に長年携わる人間が、初級者中級が如何に 

効率よく英語を学び習得するかを本気で考えた結果設立しました

Starting Point English Academy
全力留学>>>>>普通の留学>>独学

-実践体験を通して学ぶ唯一の学校-

全力留学＠SPEA

準備をする

膨らませる

磨きをかける

最終調整
実践！

英語力の伸びに関しては個人差があります 

結果とは、体験を通して学んだコト、 

気づいたコトも含みます

１週間で結果が出る 

それが体験型学習

絞る

フィリピン留学３つの問題を解決しました
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唯一の欠点、治安が解消
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
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女性が夜、一人でも出歩ける治安 

いくら安価で、気軽に来れる留学先、フィリピンとはいえ弱点があります。

そう、それは「治安の問題」 
せっかくの留学なのに、治安に怯えて屋外にでれないのは勿体ない 
しかし、私たちの学校があるドゥマゲテは、欧米よりも、フィリピンの各
エリアよりも、日本と同レベルの治安を誇る街 
女性がよる一人で出歩ける、それほどまでに治安が穏やかな場所

学校周辺施設-ドゥマゲテ-

セブから２０分の留学の最候補地

世界で７番目に注目を集める場所 

セブ島からわずか20分の場所にあるこの場所 
実は、アメリカFORBS￥で世界７位に選ばれた場所 
学園都市というエネルギッシュな土地柄と 
豊富な自然と、新鮮な野菜、安価な生活コストが 
世界中の移住者の目に止まり、多くの欧米人でごった返しています 
さながら、ここはフィリピンか？と疑うような光景がまっています

セブから留学してきたときは、最初は「寂しい場所」とおもったけど 

町の人たちの優しさに触れていくうちに、どんどん好きになっていった

都会派には退屈？でも治安は最高です 
営業トークなしに、この場所には「笑顔」が溢れています。
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施設紹介-当校の施設-

学校 
総敷地面積1haの場所の緑豊かな環境、中心部からは1０
-１５分ほどの距離で決して便利な場所ではないものの、
自然に囲まれてのんびりと学習に集中できるのが特徴 

また、レッスンルームはオープンタイプとなり 
最初はノイズに戸惑うと思いますが、リアルな状況を 
作り出すためにあえて、個室にはしていません 

また、敷地内には、野菜を作る家庭菜園や、鶏、羊など
もおり、牧歌的な雰囲気を保っています

滞在スペース 
お部屋はホテルのように豪華絢爛ではありませんが、広々
としたお部屋で、清潔さを保っております 
全室エアコン、シャワーはホットシャワー完備です 

室内には、冷蔵庫やテレビ、勉強机も常備していません 
この理由は部屋にこもりっきりにならずに、自習室で 
仲間と学んでいただくためです。 
独りだと挫折するものも仲間がいれば挫折しない 
とにかくコミュニケーションを大切にしています 

サポート 
常時2-3名の日本人スタッフが常駐しています 
手取り足取りなんでもサポートはできませんが 
みなさんの、留学を支える縁の下の力持ちとして 
精一杯支えていきたいと思います 

共有スペースには皆さんでお使いいただける冷蔵庫と 
ウォーターサーバーをご用意しております 

また、アクティヴィティーなど、お出かけをしたい場合 
は学内にインフォメーションボードがありますので 
そちらを参考にしていただければ、ご自身でおやすく 
アクティビティーに挑戦が可能です

大した施設ではありません 
でも、いつでも「独りにならない」そんな場所です
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レッスンの特徴

項目
使い方  

知識目的 姿勢 経験/体験

質問 的確な質問をする
興味好奇心 
予備知識 聞く力、会話の拡張力 文法能力 

言い回し 
発音 
語彙力話す 意見を述べる 丁寧な言葉 

わかりやすさ わかりやすい説明能力

「重要なのは使い方だった」 
　　体験を通して、運用力、使い方を学んでいく

従来の留学（主にマンツーマンのみ） SPEAの留学実践体験学習

使い方を覚える

1週間の塊で、やる気を促進。濃密に準備をする 
目的意識を持って、英語に深く触れ「話せるひと」になるための学校です

知識を学ぶ

40時間 3時間（実践）

5時間（SS)

20時間（M2M)

12時間(G)
座学のみ

目標なし

使い方を学ぶ

座学＋実践 目標設定

絞って学ぶ

知識を得る

幅広く学ぶ

知識を学ぶ

グループ

マンツーマン

実践

自習

今までは、ここだけ 
フォーカス

知ってて使えないから→使える英語へ 

コミュニケーション能力
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レッスンの特徴

英語に慣れること、楽しむこと

４週間で脱初級者を目指す 
RLE-BEGINでは週に２回の実践体験学習がおこわれます 
すべてに対して教材がリンクしているため、超初級者の方が殻を破り 
英語に対しての興味好奇心のきっかけになるような授業構成になっています 
１週ごとに自分が行った体験に対してのプレゼンテーションがあります

超初級者から中初級者対応

RLE 
BEGIN

人前で話をする積極性と、伝わる英語を学ぶ

流暢で積極的な英語スピーカーになる 
毎週自分でミッションを決めて（選択可能）そのミッションに対して 
日々学習をしていくという今までにない、目的達成型英語学習メソッド 
発音を強化したり、教材を自分で創ったりとかなり濃密な中身になっています 
積極的に自分で英語を使い話をしていく、そんなひとを目指します

初級から中級者対応

RLE 
PRO

RLE BEGIN RLE PRO

体験型学習 週二回 週一回

体験選択 不可（固定） 可能

発音クラス なし あり

グループクラス あり

自習 あり

教材 あり なし、自分で創る

プレゼンテーション あり

期間 1ヶ月のみ 1-６ヶ月以上対応

レベル 超初級-初中級 初級から中級上レベル

目的 英語に慣れること　 
１ヶ月で脱初級

人前で話をする積極性と、伝わる英語を学ぶ 
流暢で積極的なスピーカーになる

RLE 
BEGIN

RLE 
PRO

入学時のレベルチェックの内容によっては、コースの変更提案をさせていただくこともございます
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絶対にグループレッスンは必要
グループレッスンは「恥」「知る」がキーワード 
私たちが英語が喋れない理由として「恥ずかしい」「完璧主義」という 
染み付いてしまった、メンタルブロックがあります。 
それらを打ち崩すためにもグループクラスは必須 
さらに、他の人のレベルを知るコトで、自分の足りない部分を知るコトができるのです 

グループレッスンでは、主にディスカッション/ディベートクラスになり、お題に対して 
皆で話し、意見を言う、積極性を養うコトも目的としています

自習を制すものは、留学を制す
１日のスケジュールの中で「自習」が強制的に組み込まれています 
１日8時間も英語に触れていると、たくさんのものが口に入った状態になります 
だから、授業と授業の間に強制的に毎日１時間の自習時間を組み込んでいます 
これにより、効率よく自習ができ、のみこめるので身につきやすくなります 

一番の目的は「自習」をする習慣を作ることで、帰国後も落ち込まない 
良い習慣を作ることを目的としています

「発話できない音は、聞き取れない」発音の大切さ
毎日２時間の発音特訓クラスがあります 
「発音」日本人が一番不得意とするものです。 
発音はしっかりと確実に相手に伝えるためにも大切なことですが、会話において「聞く」
ことはもっと大切になります。 
なぜ私たちが発音を特訓するかというと「発話」できない=「聴き取れない」というこ
とにつながるからです。 
例えるならば、カラオケで聞こえない音は、歌えないということと同じです 

発音はできているものと、できていないものをすべてチャートにして可視化します
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レッスンの特徴-必要なことをやる-

SPEAKING LISTENING 積極性 コンプレックス打破

良い習慣作り

発音強化、聴力強化

2時間

1時間

2時間

RLE 
BEGIN

RLE 
PRO

RLE 
BEGIN

RLE 
PRO

RLE 
PRO



全力留学＠SPEA

毎週１回実践学習→プレゼンテーション
１週の塊で習熟度がわかる 
一週ごとに体験学習（ミッション）があるため、毎週成果を体感できます 
そして、プレゼンテーション（人前で話をするため）緊張感を持って 
集中しながら学ぶコトが可能なのです

「教材を自分で作るマンツーマンクラス」

教材を自分で創る。毎週あなただけの世界で一つの教材
ができあがります 
英会話のゴールは「自分の言葉を英語化すること」 
英語はコミュニケーションですだから、「伝えなくてはいけません」 
借りてきた、自分の言葉ではない、普段なじみのない言葉を覚えても、
使いこなせません 
なぜなら「日本語能力以上に英語は伸びない」から 
本当に必要なことは、自分の言葉を学ぶこと。だから既存教材を捨て、
オリジナルで創る。これにより、集中して自分の言葉を学んでいくこ
とが可能です

準備をする

膨らませる

磨きをかける

最終調整
実践！

英語力の伸びに関しては個人差があります 

結果とは、体験を通して学んだコト、 

気づいたコトも含みます

１週間で結果が出る 

それが体験型学習

絞る目的に向かって関連させる 
書く 読む 聞く 話す

DAY1 準備 準備 準備 準備

DAY2 膨らます 膨らます 膨らます 膨らます

DAY3 磨く 磨く 磨く 磨く

DAY4 最終調整 最終調整 最終調整 最終調整

DAY5 実践体験

レッスンの特徴-積極性を養う-

Reading Listening Writing Speaking Roll Play

経験値,Presentation skill

3時間

5時間/週一

BUDDY（担任）と共に翌週の目標を決める
次の目標を設定して、今週を振り返ります 
BUDDY Teacherは担任の講師となり、あなたの進捗具合などを 
管理した上で、今週の振り返り、そして翌週の目標設定をしていきます 
英語学習をする上での重要な役割になります

次の目的を定める,心の調整をする１時間/週一

RLE 
PRO

RLE 
BEGIN

RLE 
PRO

RLE 
BEGIN

RLE 
PRO

※RLE BEGINは週に２回の体験、ただしミッションは固定　選択不可 

※RLE BEGINは超初級者から対応の為、教材あり 
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適宜,モチベーションアップを任意で行います
挫けても立ち直るために 
一般的に留学を開始して３週間以内に83%の人が挫折をすると言われています 
その理由は、自分が今どこにいて、何を学ぶべきか。 
自分の現在が不明のため起こる問題なのです 

学習のこと、生活のこと、個人的なこと 
様々な悩みを解決することで学習に集中することを可能にしました 
これにより、挫折をしてもしっかりと立ち直り成長することが可能です

レッスンの特徴-ココロを創る-

モチベーションアップ面談 RLE 
BEGIN

RLE 
PRO

毎朝、コミュニケーションから始まる
すべての始まりは”朝”から始まる 
朝をどのように過ごすかは、その日１日の気分を決めると言っても過言ではありません 
人の脳は、行動と密接に関係していて、腕を大きく広げながら「ため息」をつくことは
できません。 
朝活をすることで、体を動かし、ポジティブマインドを作り、そして健康管理をする 
すべてのコミュニケーションの始まりを朝活から始めています

モチベーションアップ・健康管理・コミュニケーション朝活 RLE 
BEGIN

RLE 
PRO

毎週、月曜日はチームビルディング
英語を通じて、みんなで楽しむアクティビティー 
せっかくの留学、仲間たち、先生たち全体で団結をしたい 
関係が薄いよりも、関係が濃い方が、より留学に対する思いが強くなります 
だから、私たちは、講師も先生もスタッフも一つのチームとしてとらえ 
毎週月曜日に全員でチームビルディングの意味も込めてアクティビティーを 
行っています。

コミュニケーション開発・モチベーションアップ団結 RLE 
BEGIN

RLE 
PRO

自分の弱みや強みを客観的に評価する

毎週だされる客観的分析シートで迷わない 
私たちの学習にはすべて目的が設定されているので、一般的な留学と比べると 
迷うことは少なくありません。 
しかし、自分のことを客観的に知りたい。客観的に分析できればより深く学べます 
だから、毎週評価シートを提出しています。 
これにより、自分の強みや、伸ばすべきところなどを客観的に分析可能になります

モチベーションアップ・客観的分析力分析 RLE 
BEGIN

RLE 
PRO

0

25

50

75

100

1w 2w 3w

83%が挫折 

そのままドロップアウトも
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生活-１日の流れ-

7:00- 朝食

7:50- 朝活

8:00- Group Class 
Devate/Discussion

9:00 Group Class 
Devate/Discussion

10:00 M2M

11:00 M2M

12:00 Lunch

13:00 S.S Self Study time

14:00 M2M

15:00 M2M

16:00 M2M

17:00 Free time

18:00 Dinner

7:00- 朝食

7:50- 朝活

8:00-

実践体験学習
9:00

10:00

11:00

12:00 Lunch

13:00 S.S Self Study time

14:00
Presentation

15:00

16:00 BUDDY

17:00 Free time

18:00 Dinner

Mon
Tue

Wed

Thu
Fri

RLE 
PRO

RLE 
BEGIN

RLE 
BEGIN

チーム 
ビルディング

実践体験

実践体験 
RLE-BEGINのみ

１日８時間

１日８時間

祝日は授業がお休みになります 

土日は授業はありません

祝日は授業がお休みになります 

土日は授業はありません
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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！

生活-独りにならない絆を創る-

健康管理食事

週に２回の無料洗濯

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回の一斉清掃

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

皆さんの留学をサポートする個性的な日本人スタッフの紹介

松岡良彦 
創業者 

９年フィリピンに関わる 

日本最大手の子供専門オンライン英会話 

リップルキッズパーク創業者 

思い立ったら即行動 

情に深く、熱い人が大好き

Chelsea 
STAFF 

優しい雰囲気抜群の日本女子 

もともと、オーストラリアでワーホリ予定

が、ドゥマゲテの魅力にとりつかれる 

生徒さんのお姉さんのような存在 

その柔らかい物腰から、皆に信頼される


