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Face to Face English School
　　のパンフレットを見ていただきありがとう
ございます。実は 2017 年まで、私たちの学校
はパンフレットらしいパンフレットもありま
せんでした（チラシ一枚のみ）

フィリピンのタガイタイという場所で、この
小さな学校を、自分たちが信じるスタイルで
運営して来ました。

その結果、たくさんの人たちがＦ２Ｆに来て
下さり、リピーターとなって下さり、お友達
を紹介して下さり…そうこうしているうちに
3 年が経ち、卒業生は 600 名を超えました。

私たちのスタイルを詳しく知りたい！とお尋
ね下さるたくさんの方に、このパンフレット
を通してＦ２Ｆのストーリーをお伝えいたし
ます。

こ

Ｆ２Ｆの説明書



　　  2F の宿舎はすべて一軒家です。
現在 6 つの宿舎があり、それぞれの宿舎は
歩いてすぐいける場所にあります。

長期留学をする際、もしみなさんの滞在場所
が自分のお部屋だけだったら…息が詰まりま
せんか？

時にはパスタを作ったり、リビングでお茶を
飲んだり、将来の夢を語ったり、なかなか伸
びない英語の愚痴を言い合ったり…そういっ
た交流の場所がほしいと思いませんか？

私が留学をした時、そういった場所がなかっ
たのでずっと部屋にこもっていました。

「私の留学＝お部屋での缶詰＝少し後悔」

留学の醍醐味は、色々な人と話をして、刺激
をもらって、切磋琢磨して英語力をアップさ
せること…そう考えたＦ２Ｆは、宿舎をすべ
て一軒家にしました。

　宿舎＝一軒家＝アットホーム
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　宿舎の中でも英語を話そう
　　 舎には英語講師が一緒に住んでいます。
Ｆ２Ｆの講師は全部で 22 名ですが、その内
13 名が住み込み講師です。

生徒さんの定員が 22 ～ 26 名程度ですので、

「講師 1 名：生徒さん 2 名」

この割合になるように配置しています
（先生を住ませすぎ！とよく言われます）

「Good Morning! How was last night?」
こんな会話から一日が始まる英語環境。

「ちりとりを持ってきてくれる？」
「蛇口の調子が悪いなぁ…」

夜でも休日でも、日常生活に密着した英会話
をすることができる英語環境。

本当に英語力を伸ばしたいなら、英語講師と
一緒に住む！…Ｆ２Ｆが信じるスタイル。
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上段：講師と一緒に住むというスタイルは本当に
　　　大好評で、Ｆ２Ｆの柱でもあります。
中段：講師と生徒さんの関係は、授業中はプロ
　　　としてしっかり教えますが、授業が終わっ
　　　て宿舎に戻ると、親しい友達のような、
　　　家族のようなアットホームな関係です。
　　　誰もが緊張せずに英語を話すことができます
下段：各宿舎のリビングは絶好の交流スペースです。
　　　勉強の息抜きや、またお互いに英語を教えあ
　　　うこともできます。夜は騒がないように
　　　ルールがありますので、音に敏感な人も安心
　　　です。

宿



　ネイティブ講師のヒミツ
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　　ィリピンで留学をしたけれど、アメリカ
に行ったらあんまり英語が通じなかった…

そんな経験ありませんか？　私はあります…

Ｆ２Ｆは知っています。その理由。
それはズバリ「発音」の違いです。

フィリピン人の先生たちは、優しくて、忍耐
強くて、教えるのがお世辞抜きに上手です。
そして彼らの英語は聞き取りやすいのです。

なぜなら「きっちりした文法でクリアーに話
してくれる」ことが多いから。

じゃあネイティブスピーカーは？？

言葉をつなげてペラペラペラ…
イディオム・スラングでペラペラペラ…

Ｆ２Ｆにはネイティブ講師も在籍！
無料でマンツーマンレッスンを毎日受けても
らえます。ペラペラ発音に慣れてほしいから。

Ｆ２Ｆにはネイティブと準ネイティブ（アメリカ人とフィリピン人の混血や、アメリカ市民権を有する講師など）が
4 名在籍しています（2017 年現在）。彼らは完璧なアメリカンアクセントで話しますので、フィリピンにいながらに
してネイティブの発音に慣れることができます。基本的に毎日 1 時間、彼らのマンツーマンレッスンを受けていただき
ます。追加費用もありません。Ｆ２Ｆはこういった点では太っ腹です！

フ



　アクティビティで英語上達
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　　 ２Ｆでは平日や週末にアクティビティを
よく開催しています。

◎英語講師と一緒にビーチでＢＢＱ

◎英語講師とタール湖観光

◎ＥＯＰナイト
（週に 1 回、英語だけで茶話会）

他にも英語講師と一緒に映画を見たり、買い
物に出かけたり、コーヒーを飲んだり…

たくさんの機会を提供しています。

「Ｆ２Ｆは小さい学校ですが、どこよりもた
くさん英語講師たちと英会話ができる環境
をつくりたい！」

そんな意地から維持しているアクティビティ。

Ｆ２Ｆはみなさんの英語力アップにとことん
コミットします！

Ｆ



　就職ができるって本当？
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　　２Ｆの「普通ではない点」はまだまだあ
ります。
実は、Ｆ２Ｆは「フィリピン就職」専門の人材
紹介会社を併設しているのです。

（GENSAI Career Consulting Corp で検索！）

留学される生徒さんの中には「就職や転職を
考えている」方もたくさんいらっしゃいます。

せっかく英語を勉強したから、今度は実践
（仕事）で英語を使いたい！

そういうアツい生徒さんがＦ２Ｆは大好き
です。そして就職のサポートをするために
人材紹介会社をつくってしまいました。

（カビテ州唯一の政府公認人材紹介会社です）

小さいけれど本気の学校＝Ｆ２Ｆの信念

卒業生がどんどんフィリピン就職を果たされ
ています。定期的にマカティ（マニラ）で
飲み会も開催中！

上段：フィリピン就職は今とても人気が出てきています。給料
　　　水準があがり（額面で約 17 ～ 24 万円以上／月）、ほと
　　　んどの方がプールやジム付きの高級コンドミニアムに住
　　　んで生活をされています。なにより英語で仕事ができる
　　　のでキャリアアップには最適です！

下段：Ｆ２Ｆの卒業生たちが中心になって、「和カティ」という
　　　交流会を定期的に開催しています。異国の地で働く中で
　　　同じ志を持つ者同士が集まれる場所があるのは本当に素
　　　晴らしいことです！希望者はいつでもウェルカムです。

Ｆ



　ニッチなコースを攻める
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　　き続きＦ２Ｆの「普通ではない点」です。

生徒さんの中には、ちょっとだけ変わった
理由で英語を勉強したい人もいます。
もしくは、日常英会話は勉強したいけれども、
それ以外に少し変わった英語を学びたいと思
われている方もいらっしゃいます。

Ｆ２Ｆはそんな「ニッチなニーズ」をしっか
り応援いたします（以下がＦ２Ｆのコース）

◎日常英会話（最もポピュラーなコース）
◎ビジネス英語
◎医療英語
◎資格試験英語（TOEIC,TOEFL,IELTS）

→ここから先がニッチなコース
◎世界一周旅行支援英語
◎フィリピン大学入学支援英語
◎フィリピン就職支援英語
◎キリスト教英語　など

昔は「航空英語」というコースもありました
がニッチすぎて消滅しました…これもＦ２Ｆ。

上段：世界一周旅行の前にＦ２Ｆに留学に来られる生徒さんが
　　　たくさんいます。トラベル英会話や基礎スペイン語の無料
　　　レッスンも受けることができます。
　　　また、有意義な情報たっぷりの「世界一周講演会」にも希望
　　　者は無料で参加いただけます。
　　　そして世界一周旅行の後に、もう一度遊びに来てくださる方
　　　がたくさんいます…本当に嬉しいです！

下段：フィリピンの大学入学も徹底的にサポートします。授業料は
　　　日本の 3 分の 1 から 5 分の 1 で、4 年間英語漬けの大学生活
　　　を送れるので、最近非常に人気が出ています。
　　　情報提供、試験対策、大学見学、書類手続きなどをサポート！

引



　タガイタイってどこですか？
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　　２Ｆがあるのはフィリピンのタガイタイ

◎日本人の認知度…0.01％
◎フィリピン人の認知度…99.9％

つまり、日本人には全く知られていませんが、
フィリピン人であれば絶対に知っている場所。

位置はマニラから 60km だけ南に下ったとこ
ろにある「カビテ州」に属しています。

いつも声を大にして言いたかったのです。

「こんなに良いところなのに、どうして他の
人はここで英語学校を開かないのだろう？」

一言でタガイタイを表すなら
「おしゃれな高級避暑地」がピッタリです。

治安が良く、涼しくて、便利で、自然も豊か
…今までフィリピン各地に住んできた私が
断言するのですから、間違いありません。
タガイタイは本当に本当に素晴らしい場所。

上左：タール湖は絶景です
上右：レストランは 50 軒くらいあります
　　　が、どこもロケーションが最高
中左：由緒ある教会もあります
中右：学校の近くに遊園地もあります。
　　　休日は観光客がたくさん訪れます
下左：避暑地のためセレブの別荘がたくさん
下右：モールやオシャレなカフェも多くて
　　　便利です

Ｆ



　嘘はつきたくないので
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　　校の悪い点・良い点も正直にお話します

◎悪い点

１．高級な学校ではありません
ホテルのような豪華な施設を期待しないで
下さい。プールもジムもありません…
でも一軒家です。キッチンとリビングはあり
ます！（比較対象になりませんが）

２．教室まで歩きます
宿舎から教室までは歩きです（5 分）。一軒家
という性質上、そうせざるを得ないのです。
みなさん、運動しましょう

３．食事は日本食ではないです
Ｆ２Ｆはこれでもがんばって学費をおさえて
います。ですので高い日本食は出せません。
でも日本人好みの味付けのおいしい食事です。
ごはん、主食、サラダ（フルーツ）、汁物の
セットになります

（次に続く）

上左：宿舎の定員は 6 ～ 10 名程度。一軒家をこの人数で
　　　使えるのはとても贅沢ですよね。
上右：高級な設備はありませんが、生徒さんが気持ちよく
　　　過ごしていただけるよう毎日キレイに掃除をしてい
　　　ます。
下左：この道路をみなさん歩かれています。幸い、勉強の
　　　合間の軽い散歩ができてありがたいと言ってくださ
　　　る人も多いです。
下右：写真の撮り方がうまい？味もうまいですよ！

学



　こんな良い点もあります
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　　校の悪い点・良い点を引き続き…

◎良い点

１．日本人スタッフがたくさん
小さい学校ですが基本的に日本人スタッフが
3(4) 名常駐しています。実はこれは結構すご
いことで、かなり細かなサポートができます

２．看護師もたくさん
留学で心配なのは病気ですが、住み込み講師
にも看護師がいますし、日本人看護師もいま
す。近くに総合病院もありますし、週 1 回、
ドクターの往診もあります。安心ですね！

３．ネットは速いです（たまに調子悪い）
宿舎ごとにネットを引いています。ビジネス
専用回線なので Youtube くらいなら問題なく
見れます。でも映画のダウンロードは禁止！

４．治安がとても良い
私が「タガイタイ」を選んだのは、ズバリ
治安がいいからです。これは本当です！

５．スターバックスがいっぱいあります。タガイタイだけで
　　なんと 5 店舗！コーヒー好きにはたまらんです。

上段：教室での先生たち。とても
　　　フレンドリーで長い講師の
　　　経験を持っています
下左：タガイタイは自然豊かでお
　　　しゃれな街並み。ゴミゴミ
　　　していなくて開放的です。
下右：マックもおしゃれ！

学



　最後にお伝えしたいこと
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ここまでパンフレットをお読みくださりあり
がとうございました。
Ｆ２Ｆのことが十分に伝わっていれば嬉しい
です。

最後に私たちが常々考えているモットーをお
伝えいたします。それは

「フィリピン留学で大切なのは英語力の向上」

簡単なことですが、フィリピン留学が大ブー
ムになりつつある今、このことを絶対に忘れ
てはいけないと思っています。

留学に来て、快適な暮らしができて、豪華な
ごちそうを食べることができて、友達が 100
人できて……でも英語力が伸びなかったら？

Ｆ２Ｆが焦点を当てているのは、常に「英語
を伸ばす」という点です。少人数制の形式も、
宿舎や住み込み講師のスタイルも、ネイティ
ブの在籍も、すべて「英語力を高める最適な
環境」と考えて取り組んでいることです→→→→→

学校名；Face to Face English School
代表者；大町潤一、Janine Therese Diaz
所在地；ZIP4120   UnitB 2nd Flr.Wilbincom Bldg, 
                 J.P Rizal Ave Kaybagal South, Tagaytay city, 
                Cavite, Philippines
W E B；http://www.f2fenglish.jp
E-mail；omachi@f2fenglish.jp
T  E  L；  046-685-6545 /  09435980949 (+639435980949)
従業員；30 名（英語講師 22 名）、日本人 4 名
設　立；2014 年 3 月 15 日（TESDA 登録、SSP 認可校） 

授業：マンツーマンレッスン（5 ～ 7 時間）＋グループレッスン 1 時間
　　　（※ネイティブ・準ネイティブのマンツーマン含む）
教科：スピーキング、文法、ライティング、リーディング、リスニング、単語、発音
　　　（一人ひとりに対してオーダーメイドの授業カリキュラムを作成）
費用：140,000 円～ 200,000 円／ 4 週（詳しくはお問い合わせください）
　　　（ルームタイプ（1 人、2 人、3 人部屋）および授業数によって変わります）
　　　上記費用には、宿泊費、食費（日祝除く）、授業料、清掃代、洗濯代、
　　　インターネット代、ガス・水道代が含まれます（電気代は 900 円／週）

「安く、速く、効果的に英語を伸ばす！」
みなさんが本当に英語力をアップさせたいと思われるなら、ぜひＦ２Ｆ
に留学にお越しください！スタッフ一同、全力でサポートいたします
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