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校長からの挨拶

Baguio JIC へようこそ。

英語は世界で最も使用されている言語のひとつであり、英語を学ぶことで
あなたの活躍のフィールドは世界へと広がります。

例えば、英語が話せることで世界を舞台に仕事をしたり、海外旅行で異国の友と交流し
たり、海外移住を検討したりと人生の選択肢が今よりずっと多くなるのです。想像した
だけでもワクワクしませんか？

我が校での留学経験は、あなたの目標実現に役立てると確信しています。優秀な講師と
スタッフと共にあなたの入学を心待ちにしています。

共に挑戦し、夢への旅路を楽しみましょう。



Enjoy the Journey

Take the Challenge, 

Baguio JIC と他校の違い

IELTS ブリティッシュ・カウンシル＆IDP公式認定校

IELTSのスコアアップにおいてフィリピンでNo.1 の実力を誇ります。2008年から10
年以上に渡り IELTS教育のパイオニア校として多くの学生の目標スコア実現をサポート
してきました。ブリティッシュ・カウンシルや IDPの公式パートナーにも認定されていま
す。 IELTSを教えられるレベルの高い講師が揃っており、教育の質は他校に比べて高い自
信があります。

ワーキングホリデーの準備留学でも人気
JICのワークングホリデーコースは、レジュメ作成や面接対策だけでなく、就業先で使え
る接客英語や仕事の場面を想定したシミュレーション訓練を行えるのが特徴です。そのた
め、ワーキングホリデー前に実践で使える英語力をつけたいという学生が多く集まります。
カフェでインターンシップができるプランも人気です。

長期留学でも苦にならない！快適な生活環境

JICのお気に入りポイントを学生に尋ねると、多くが「生活環境が快適」というコメント
をくれます。JICのキャンパスは小さなヴィレッジのようで、敷地内にはカフェやスーパー、
ジムなども揃っています。寮も綺麗で全部屋Wi-Fi 完備。冷蔵庫、ドライヤーなど設備が
整っています。そのため、12週間以上の長期留学をする学生が多いのも特徴です。
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ESL12週間、IELTS12週間
の計24週間JICで学びました。
着実にレベルアップできるプロ
グラムになっていて、初心者レ
ベルで入学した私でも最終的に
IELTSの目標スコアが獲得で
きました。

英会話を上達させたくて JICの
ESLコースを受講しました。台
湾では英語の授業でもほとんど
話すことができなかったのです
が、JICで英語を学んだおかげで
会話力が上達し、講師や友達と
も楽しくコミュニケーションを
取れるようになりました。

JICを選んだ理由は、1:1 クラス
の数が多かったからです。1:1 ク
ラスが多かったことでより集中
的にリラックスして学べたと思
います。スピーキングとライティ
ングが苦手だったので、それを
集中的に伸ばせる点も魅力でし
た。

JICで IELTSを学んで本当に
良かったと思う点は、講師の質
の高さにあります。講師の多く
は IELTS教育に対応できる高
レベルのスキルを持ち、とても
根気強くサポートしてくれまし
た。そのおかげでしっかりと
IELTS対策ができました。

JICの ESLコースで学んでス
ピーキング力が伸びたなと感じ
ます。講師のレベルがとても高
く、楽しく分かりやすい授業を
してくれました。質問もしやす
い環境でした。また、勉強熱心
な生徒が多く、お互いに切磋琢
磨できたのもよかったです。

JICを選んだのは、友人からお
すすめされたのがきっかけでし
た。JICのいいところは、集中
して勉強できるスパルタな環境
かなと思います。私は、強制的
に勉強する環境じゃないと勉強
が続かないので、JICを選んで
正解でした。



JIC の学生寮①

イースト・フィールドEast Flield

ロフトタイプ部屋（1階リビング） ロフトタイプ部屋（2階寝室）

スタジオタイプ4人部屋（ベッド） スタジオタイプ4人部屋（学習机） スタジオタイプ4人部屋（設備）

ロフトタイプ部屋（2階寝室）

・2人部屋（ロフト）
・ 4人部屋（スタジオ）
・４人部屋（ロフト）
・ ファミリー部屋

・ Wi-Fi完備
・ 冷蔵庫
・ 簡易キッチン
・ 電気コンロ
・ テーブル
・ ソファー

・ 学習机
・ スタンドライト
・ シャワールーム
・ トイレ
・ テレビ
・ クローゼット

・ ドライヤー
・ 給水機
・ 電子ケトル
・ ベッド

Amenities - お部屋の設備-



West Garden

JICの学生寮②

ウェストガーデン

・ 

スタジオタイプ２人部屋

スタジオタイプ１人部屋 / カップル部屋

共有キッチン

コンピュータールーム

ガーデン

・1人部屋（スタジオ）
・ 2人部屋（スタジオ）
・カップル部屋

Amenities - お部屋の設備-

・ Wi-Fi完備
・ 冷蔵庫
・ ベッド
・ 学習机

・ 勉強机
・ スタンドライト
・ シャワー＆トイレ
・ 共有キッチン

・ ドライヤー
・ 電子ケトル
・ クローゼット



その他の施設

Seollem Cafe
カフェ（外観）

Seollem Cafe
カフェ（内観）

カフェではドリンクや食事が楽しめます。
一般客も来店するので英語を使って交流できます。

K-Mart スーパーマーケット
食料品から日用品、文房具まで生活に必要なものは
ほとんど購入できます。 クラスルーム フィットネスジム

・キャンパスは郊外にあり静かで安全
・中心街までの距離：タクシー 10分
・ 警備員駐在でセキュリティ万全

ヴィレッジ型の開放的なキャンパス
Baguio JIC のキャンパス内には学生寮や食堂、ジムなどの他にカフェ
やスーパーマーケットもあります。徒歩圏内で生活に必要なものがほと
んど揃う小さなヴィレッジのような環境です。自然に囲まれた開放的な
環境も人気。ストレスのない留学生活を送れます。

School Map
校内地図



Educational
Program

CEFR Equivalence Table

初心者専用
プログラム

Level CEFR IELTS TOEIC TOEFL IBT

PROFICIENT
C2 7.5-9.0 785-990 96-120

C1 6.5-7.0
605-780

79-95

INDEPENDENT

B2 5.5-6.0 65-78

B2 (5.0) 
IELTS 4.5-5.0

405-600

53-64

B1 (4.5) 
IELTS 4.0 41-52

B1 (3.5) 
IELTS 3.0-3.5

255-400
30-40

BASIC

A2 2.0-2.5 19-29

A1 1.0-1.5
0-250

9-18

Pre-A1 0.0-1.0 0-8

学習プログラム

コース一覧 

・ 初心者専用ESL ・パワースピーキングESL
・ ワーキングホリデー対策
・ ビジネス英語
・ TOEIC 対策

コース一覧 

世界基準の評価基準を採用

コース一覧 

・IELTS
・ IELTS点数保証

スパルタのみ スパルタのみ

初心者が基礎英語をマスターする
(受講レベル目安： Pre-A1～ )

IELTSのスコアを伸ばす
( 受講レベル目安： A2～)

・スパルタ制度：単語テストと自習が義務
・セミスパルタ制度：単語テストと自習は任意

スパルタor セミスパルタ
（選択可能）

目的別スピーキング強化
プログラム

目的に合わせた英会話力を伸ばす
( 受講レベル目安： A２～)

IELTS対策
プログラム



   

初心者専用ESLは「何から学んでいいか分からない」
という悩みを持つ初心者のかたでも段階的に基礎英語
を身につけられる学習メニューを組んでいます。学校
のガイドラインに従い短期間で脱初心者を実現しま
しょう。

ワーキングホリデーの対策ができるコース。ワーホリ
特化1:1 を受講できます。ワーホリ特化1:1 では、
面接やレジュメの書き方、現地の情報、顧客対応の練
習、生活で役立つ英語などワーホリ先で活用できる実
践トレーニングが積めます。

•  英文法 ・ネイティブ英会話

ビジネス英語を学びたい人のためのコース。ビジネス
特化1:1 を受けられるのが特徴です。ビジネス特化
1:1 では、電話対応、顧客対応、会議での発言、ビジ
ネスプレゼンテーションなど実践的なビジネス英語の
トレーニングを積むことができます。

スピーキングをさらに強化したい人のためのコース。
スピーキング特化1:1を受講できるのが特徴です。ディ
スカッション、スピーチ、プレゼンテーションなども
う一段階上のレベルのスピーキング力を養うことがで
きます。

Total
プラン

ライト 

スタンダード

IB 1:1 

4 クラス

6 クラス

グループ

2クラス

2クラス

単語テスト＆自習

2時間（必須）

2時間（必須）

7 クラス + 2 時間

9 クラス + 2 時間

合計スペシャル

１クラス

１クラス

TOEIC のスコアアップを狙う人のためのコース。特
に英会話を学びながらTOEIC 対策もしたいという人
にお勧めです。TOEIC特化1:1ではリスニングとリー
ディングのテスト対策を行います。

目的に合わせた特化1:1 を受講できるのが特徴

短期間で脱初心者を実現するスパルタ教育

•  発音

グループクラスの内容

グループ

- 初心者専用・目的別スピーキング強化共通　-

スペシャル

初心者専用ESL

パワースピーキング ESL ワーキングホリデー対策

ビジネス英語 TOEIC対策

おすすめ

Total
プラン

コンパクト 

ライト

PS 1:1 

-

2 クラス

グループ

2クラス

2クラス

単語テスト＆自習

2時間（任意）

2時間（任意）

5 クラス + 2 時間

7 クラス + 2 時間

合計スペシャル

１クラス

１クラス

スタンダード 4 クラス 2クラス １クラス 2時間（任意）2 クラス

2 クラス

2 クラス

9 クラス + 2 時間

特化1:1 

NEW

おすすめ

初心者専用プログラム

目的別スピーキング強化
プログラム

PS- ESL PS - Working Holiday

PS - Business PS - TOEIC

IB- ESL

初心者が 4~8週間で英語の基礎を身につけるコースです。JIC が用意するガイドラインに沿って
４技能、英文法、パターンなど総合的に英語を学びコミュニケーションに応用できるようにします。

特化 1:1 では、パワースピーキング ESL、ワーホリ対策、ビジネス英語、TOEIC 対策など目的に合わ
せた特化型のレッスンを受けられます。PS1:1 では学生の弱点を補うレッスンを行います。



 
 
 

 

   
マンツーマンを中心に IELTSの攻略に必要な知識とテク
ニックを学びます。IELTS講師は全員7.5 ポイント以上
保持者。実力ある講師陣とオリジナル教材を組み合わせ
短期間でスコアアップを実現します。12週間以内に平均
2ポイントのスコアアップの実績があります。

対策

IELTSの点数保証プログラムです。最大７.0ポイントまで点数獲得を保証します。12週間の留学期間が必要です。

受講資格となるスコア 4.0 5.5 6.0 6.5

保証ゴールスコア 5.5 6.0 6.5 7.0

IELTS 6.5と 7.0の保証コースを受講する学生においては、入学条件として
1年以内に取得したIELTSの公式テストのスコアを提示する必要があります。

・期間以内に保証された点数に到達できなかった場合、
  保証点数が取れるまで追加分の学費を補助します。（寮費やビザ代は除く）
・週２回ヘッドティーチャーとのコンサルテーションを受けられます。
・ターム毎に１回、スピーキングテストの模擬試験が行えます。
・毎週、模擬テストとレビューを実施します。
・無制限でライティングの添削を受けることができます。

点数保証コースの特典

スペシャルクラスを開設！
ネイティブ講師との英会話の授業も受けられる

全てのコースの学生がスペシャルグループクラスでネイティ
ブ講師との英会話レッスンを受講できます。特に欧米圏への
留学やワーホリを検討している人は、早い段階からネイティ
ブの英語に慣れることができます。

   

IELTSのスコアアップに重点を置いたプログラム

Total
プラン

ライト 

スタンダード

IELTS 1:1 

4 クラス

6 クラス

IELTSグループ

2クラス

2クラス

単語テスト＆自習

2時間（必須）

2時間（必須）

7 クラス + 2 時間

9 クラス + 2 時間

合計スペシャル

１クラス

１クラス

点数保証 6 クラス 2クラス １クラス 2時間（必須） 9 クラス + 2 時間

•  IELTSスピーキング ・ネイティブ英会話
•  IELTSライティング

グループクラスの内容

グループ

- IELTSコース -

スペシャル

IELTS点数保証コースの概要

ブライアン講師

IELTS

おすすめ

IELTS対策プログラム

IELTS

IELTS の目標スコア達成を目指すプログラムです。初心者でも基礎から学べるカリキュラムを提供。
オリジナル教材を使いインプット・アウトプットを繰り返すことで着実にスコアを伸ばします。

JIC の IELTS対策プログラムは、完全
オリジナルです。プログラムを監修した
のはイギリス出身のブライアン講師。
10年以上の IELTS教育歴があり、自
も IELTS8.5 を取得しています。

イギリス出身の講師が
プログラムを監修



 

週末（土日）4時間 x３週間＝ 合計１２時間
参加人数：１名～４名
場所：Seollem Cafe（ミリタリーカットオフブランチ）
講師： プロのバリスタ
費用：ワーキングホリデー対策コースの学生 3,000ペソ  
         その他の学生 4,000ペソ

・ コーヒについての一般知識
　（歴史、農法、特徴、栽培、プロセッシングなど）
・ 焙煎方法
　（アメリカーノ、カフェラテ、カプチーノ、カフェモカなど）
・ その他のドリンクの作り方
・ 接客やメニューの説明、オーダーテイキングの練習　など

トレーニングの内容

週末（土日）4時間 x３週間＝ 合計１２時間
参加人数：１名～４名
場所：Flower Cafe
講師：プロのイベントプランナー&空間デザイナー
費用：ワーキングホリデー対策コースの学生 3,000ペソ
　　　その他の学生 4,000ペソ + 材料費

・ 空間デザインのアイデアや手法
・ 花を使った空間デザインやアレンジ など

インターンシッププログラム
職場体験を通しての実践英語トレーニング

バリスタトレーニング

トレーニングの内容空間デザイントレーニング



ESL & IELTS

Time Schedule

07:00 - 07:50

07:50 - 08:35

08:40 - 09:25

09:30 - 10:15

10:20 - 11:05

11:10 - 11:55

11:30 - 12:50

12:50 - 13:35

13:40 - 14:25

14:30 - 15:15

15:20 - 16:05

16:10 - 16:55

17:00 - 17:45

17:30 - 18:40

19:30 - 20:00

ランチ

20:00 - 22:00

１クラス :：45分 ,  休憩  ： 5分　　最低授業保証日数 18日/ 月

夕食

朝食

クラス

クラス

単語テスト

自習

平日のスケジュール

※全ての学生が外出可能ですが門限が異なります。

スパルタ制度の学生： 19時まで（単語テストや自習があるため）
セミスパルタ制度の学生：22時まで

平日の門限

土曜日と日曜日の門限

土曜日：深夜 1時まで　※ 申請を出せば旅行や外泊も可能
日曜日：22時まで

Curfew 門限

Regulation and Schedule 校則やスケジュールについて

留学初日以降の流れ

Basic Infomation 学校の基本情報

名称： JIC Tutorial Language Inc.

設立： 2006年

住所： #73 Del nacia apt upper west Camp7
           Kennon Road, Baguio City, Philippines

学生定員： 約 100名

学生国籍： 韓国、日本、台湾、中国、香港、モンゴル

　　　　     ブラジル、サウジアラビア、イエメンなど

講師： フィリピン人、 アメリカ人、イギリス人　など

掃除・洗濯：週3回（無料）

食事：平日３食（朝昼晩）、 休日１食（ブランチ）

 
 

 
 
 

空港ピックアップ
指定入校日に空港にお迎えに上がります。（※詳しくは別紙ピック

アップ案内を参照）

学校に到着
学校に到着後、スタッフがお部屋にご案内します。移動でお疲れだ

と思いますのでゆっくりお休みください。

翌日、朝食後にレベルテストを行います。

レベルテスト

オリエンテーション
学校スタッフがオリエンテーションで校則や生活上の注意点などを

説明します。翌日以降の授業スケジュールも発表されます。

日曜日

月曜日

火曜日 授業開始
いよいよ授業がスタートします。Enjoy Your Journey



フィリピン北部の学園都市

バギオの魅力 - Baguio City -

気温が涼しいので勉強に集中できる

フィリピンの北部の山岳エリアに位置するバギオは、1年を通して気温が24度前後と日
本の春のように快適な気候が特徴です。そのため、気温を気にせず自然に勉強に集中する
ことができます。エアコンを使わないので健康にも良いです。

１ - Cool Weather -

治安がいいから女性でも安心２

バギオは、フィリピンの中でもトップクラスに治安がいいことで有名です。 女性一人でも
安心して街を歩けます。また、富裕層が多く住むエリアとしても知られ、物乞いやストリー
トチルドレンなどもほとんどいません。とても安全なエリアなので女性の留学や親子留学、
長期留学の学生が多く集まります。

3 遊びの誘惑が少ない！留学に最適な学園都市

バギオは、フィリピン有数の学園都市として知られ、フィリピン大学バギオ校、セントル
イス大学、ベンゲット州立大学、バギオ大学、コーディリエラ大学、士官学校など優良大
学がたくさんあります。勤勉な学生が多い都市で優秀な講師を採用することができます。
カジノや繁華街もなく、遊びの誘惑が少ないので勉強に集中したい人に最適です。

週末は観光も楽しめる！
ON / OFF のメリハリのある留学生活

・・
・
・・
・・

・

高速道路が開通し
マニラ空港からバギオまで約３時間半で
移動できるようになりました。

Baguio

Manila

シュノーケリングが楽しめる

ハンドレッドアイランド
16世紀の街並みが残る世界遺産

ビガン
天国への階段の異名を持つ世界遺産

バナウェの棚田

バギオ市内には遊びの誘惑は少ないですが、周囲にはビーチリゾートや世界遺
産など魅力的な観光地がたくさんあります。せっかくの海外留学、週末は仲間
と一緒に観光を楽しみましょう。

洞窟探検が楽しめる

サガダ
サーフィンが楽しめる

サンフェルナンドビーチ
本格的な登山が楽しめる

マウント・プラグ
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