
友人塾は、ただの語学学校＆コミュニティーではありません。インターン、ボ

ランティア、ホームステイ等の様々な体験を通して人と出会い、学ぶ・感じ

る・気付く機会を提供しています。そして、そのような実践的な場を通して、

英語を自分の言葉で身に付け、コミュニケーションをとることを理想としてい

ます。

もうひとつ大切にしていることがあります。それは、ターラックの街に貢献す

ること。あなたと出会った人々にとっても、文化交流、異なった価値観に触れ

ることはプラスになります。もしかしたら、その人の未来や街を変えるなんて

こともあるかもしれません。そんなお互いにとって、幸せになれる関係を大事

にしています。

友人塾の思い

「ターラックに密着した体験を通して学ぶ語学学校」

暮らしながら学ぶ語学学校

オトナも集うコミュニティー



友人塾だから提供できること

①ホームステイのような
暮らしながら学ぶ環境

友人塾ファミリーと一緒に日常生
活を過ごします。そのアットホー
ムさにあっという間に家族の一員
に。

②フィリピンの文化・価値観を
体感できる機会

友人塾では、生活の中にフィリピ
ンの文化や価値観に触れる機会が
溢れています。友人塾ファミリー
と一緒に暮らすからこそ感じられ
ること。

③ひとりひとりと向き合い、
人生に寄り添うサポート

この場所が人生のターニングポイ
ントとなるよう、真摯に関わりた
いと考えています。海外で活動を
始める第一歩は、私たちにお任せ
ください。

④語学プラスαの体験を
通して学べる

インターン、ホームステイ、ボラ
ンティアなど様々なオプションを
ご用意しています。体験を通して
学ぶことで、さらに実りある留学
に。

⑤カリキュラム・授業内容は
目的や要望により個別対応

英語を学ぶ目的は人それぞれ。個
別に対応できることにより、限ら
れた期間でも効率よく学べます。

⑥栄養バランスを考えた
健康的な食事

持病で食事制限のある方にも対応
できます。外食よりもうちでご飯
を食べたいという人がいるほど好
評です。

ホームステイ×体験×家族運営=友人塾



大学・企業と提携実績のある安心の日本人経営

カリキュラム・授業内容は目的や要望により個別対応

効率よく学べるオリジナルテキストを導入

指導経験豊富な講師を採用

生徒受け入れ人数は１０人まで

サポート実績豊富な日本人スタッフ常駐

全室完全一人部屋

インバーターエアコン・ウォッシュレットトイレ完備

毎日ベッドメイキング（土日を除く）

快適に過ごせるきれいなお部屋

会話の弾むアットホームなクラブハウス

緑が豊かな８００坪ある開放的な敷地内

食べることが楽しみになる食事

長期滞在でも安心の栄養バランス考えたメニュー

日本人の好みに合わせたフィリピン料理と日本食を提供

食事制限のある方にも個別に対応可能

毎日、３食提供。（土日は、ブランチと夕食）

学校

SCHOOL

施設

FACILITY

食事

MEAL



友人塾では、あなたのニーズに合った
オプションを選択できます

１ 英語留学

マンツーマンに特化した英会話レッスンを行います。

３ ボランティア活動

自分の人生経験や趣味を活かしたプログラムを企画して頂くことが可能です。
例）小学校・高校での指導、村へのサンダル寄贈、炊き出し、文化交流イベント、植林ツアー等

５ 移住支援

移住準備のため、無期限で滞在していただき、長きに渡りサポートさせていただきます。

4 ホームステイ

フィリピンの生活習慣や価値観、文化を直に体感できるプログラムです。住宅環境や生活水準
において、一定の基準を満たす信頼のおけるホストと提携して行っております。

２ インターン

現地企業や公共機関との強いつながりを活かし、様々なプログラムを取り入れ、提供しています。フィ
リピンのリアルを体験することができ、固定概念がドンドン崩されていく刺激的なプログラムです。

6 フィリピン国内旅行

旅のプランの提案や引率等のサポートはぜひ私たちにお任せください。
車のレンタルも行っております。

7 ゴルフ

ターラック市内にはゴルフ場があり、滞在中にプレーすることができます。またマニラ、クラーク、バ
ギオなどにもゴルフ場が多くあるため、ゴルフ旅行を企画することも可能です。



英語留学のこだわり

１ 授業は、全てマンツーマン指導

自分のペースで学べるので、英語初心者の方でも安心です。

２ 滞在するお部屋は、全室一人部屋

プライベートな空間を大切にしているため、お部屋はすべて一人部屋となってお
ります。そのため、自室でレッスンを受けることも可能です。

３ カリキュラム・授業内容は目的や要望により個別に対応

カウンセリングにより、ひとりひとりに合った最適なカリキュラムを提供しています。
ESL（一般英語）だけでなく、トラベル英会話、IELTSにも対応。

４ 食事の時間も貴重な日常会話の場

友人塾では、生徒と先生が一緒に食事をする環境を採用しています。
そのため、授業外でも英語に触れることができます。

他のオプションと組み合わせて
英語留学プラスαの体験

「自分の趣味・知識を活かした留学をしたい方」

英語留学 （1週間） ＋ ボランティア

例）スポーツを教室を開催、現地の公立学校で授業など

「日常会話力を磨きたい方」

英語留学（12週間） ＋ 最後の4週間は、フィリピン人宅でホームステイ

「実践的な英語力を磨きたい方」（中級者以上向け）

英語留学 ＋ 現地の公立学校、大学、市役所等でインターン4週間



英語留学

ESL ６コース （マンツーマン授業 ６時間）

ESL ５コース （マンツーマン授業 ５時間）

ESL ４コース （マンツーマン授業 ４時間）

教科

スピーキング リーディング ライティング 文法

語彙 発音 トラベル英会話

友人塾では、１日６時間以内の授業を推奨しています。

英語力は、日々の授業を受けていれば勝手に伸びていくというものではあ
りません。１教科ごとに予習復習をきちんと行うことで、はじめて学んだ
ことが定着します。また８時間を超えるレッスンは、体力的にハードで集
中力が続かず、消化不良の原因になります。

※カウンセリングにより、目的や要望に合ったカリキュラム・授業内容を
個別に作成します。

留学中の快適環境をお約束

洗濯・掃除は毎日行われます。
乾燥機あり。（土日除く）

食事は１日３食提供されます。
（土日祝は、ブランチと夕食）

全室エアコン完備
（電気代は共益費に含ま
れています。）

トイレットペーパーの補充 ウォーターサーバー完備 インターネット完備

IELTS ６コース （マンツーマン授業 ６時間）

教科：スピーキング、リーディング、ライティング、リスニング



宿泊施設

敷地内

食事



留学費用

ESL 6 ESL  5 ESL 4 IELTS ６

1週間 60,000円 56,500円 53,000円 67,000円

2週間 110,000円 103,000円 96,000円 124,000円

3週間 160,000円 149,500円 139,000円 181,000円

4週間 200,000円 186,000円 172,000円 228,000円

8週間 400,000円 372,000円 344,000円 456,000円

12週間 600,000円 558,000円 516,000円 684,000円

16週間 800,000円 744,000円 688,000円 912,000円

20週間 1,000,000円 930,000円 860,000円 1,140,000円

24週間 1,200,000円 1,116,000円 1,032,000円 1,368,000円

オプション費用

項目 料金 詳細

インターンシップ 9,000ペソ 1週間（月～金）につき

ホームステイ 3,000ペソ 1週間（6泊7日）につき

ボランティア活動 2,000ペソ 1件分紹介手数料、調整費含む

移住支援 2,000ペソ 登録費。その他は実費精算。

フィリピン国内旅行 - 行き先、期間等ご相談ください

ゴルフ 3,000ペソ～ 1ラウンド（18ホール）

※オプション費用は、現地での支払いになります。

※クラスを追加する場合

ESL １クラス追加につき＋3,500円（１週間）

IELTS １クラス追加につき＋5,000円（１週間）



その他の費用

項目 料金 詳細

入学登録金 10,000円

海外送金 3,000円

ピックアップ クラーク空港 片道 2,000ペソ 往復 3,500ペソ

ピックアップ マニラ空港 片道 4,000ペソ 往復 7,000ペソ

SSP 6,240ペソ 半年間有効

I-CARD 3,315ペソ
60日以上滞在する方は、

申請が必要

共益費・雑費 700ペソ/週

電気、水道、洗濯、Wi-Fi、

ウォーターサーバー、トイ

レットペーパー、ハンド

ソープ代等

教科書代 85～320ペソ/冊

VISA延長費

８週間 4,130ペソ

12週間 9,730ペソ

16週間 11,130ペソ

20週間 14,760ペソ

24週間 16,160ペソ

入国後、最初の30日間はビ

ザ延長の手続きの必要なし
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基本情報

会社名 Yujin juku enterprises

設立 2018年3月吉日

TESDA NTR No.03-027

SSP ADD01-157

場所
フィリピン / 北ルソン / ターラック

クラーク空港から車で約30分。マニラ空港からは約３時間。

住所
Zone 1 Creek Bridge Mahogany Street Barangay Amucao, Tarlac

City, Philippines

学校施設
一人部屋（６部屋）、二人部屋（８部屋）、クラブハウス、バ

ハイクボ（５棟）、バスタブ、家庭菜園

学校設備
Wi-Fi、ウォーターサーバー、パソコン、プリンター、冷蔵庫、

バン１台、SUV１台（ドライバー付きレンタル可能）

門限 日～木曜日： 22時 金・土・祝前日： 24時

定員 １０人

日本人スタッフ 在籍

沿革

2008年3月 ケータリングサービス スタート

2013年8月 海外インターンシップ事業 スタート

2017年9月 お米の販売 スタート

2018年3月 より多くの方に独自のサービスを提供するため、

友人塾を設立

2018年8月 海外インターンシップ 学生受け入れ実績 約200人


