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フィリピン 

セブ島 ファーストウェルネス・イングリッシュ・アカデミー 



１ セブ島留学の魅力 コストパフォーマンスの高い、注目の英語留学先 

英語公用語人口を国別で比較すると世界第三位がフィリピンです。
フィリピン人の英語力は非常に高く、人件費も安いため、欧米の
多くの会社がそのコールセンターをフィリピンに置いています。 
 
物価は日本の1/3～1/5と非常に安く、レベルの高い英語レッスン
をリーズナブルに受講できます。また、常夏で自然も豊かですの
でリゾートも楽しめます。 

フィリピンは日本から最も近距離にある英語圏の国、 
セブは中部（ヴィサヤ諸島）に位置する常夏の島です。 

世界第三位の 
英語公用語人口 

飛行機で 

約4.5時間 

セブ島は常夏！！ 
観光やリゾートも人気 

FEAはフィリピン・セブ島のホテルを宿泊先と教室にした
TESDA認定、日本人経営の英語留学スクールです。 

フィリピン労働雇用技術教育技能教育庁(Technical Education and Skills 
Development authority)の略称。学校がTESDA認定を受けるには「授業
カリキュラム」「学校設立に関する法的書類」「経営・財政」「税金
面」など細かい審査にパスする必要があります。 
 
審査基準は非常に厳しく、フィリピンの数ある学校でもTESDAに登録さ
れているのは２０％程度と言われ、取得校は信頼度の高さを評価されて
います。 

TESDAとは 

※往路：5時間、復路：4.5時間 



２ 当スクールの魅力 ホテル滞在で上質の英語が学べる「日本人経営校」 

日本人経営 
FEAは日本人経営校です。校長がセブに滞在し、各校２名の日本人スタッ
フ（セブに２年以上在住の正社員）が常駐しています。 
皆様のご要望に応える事ができる留学スクール運営を行っております。 

講師の質 
FEAでは講師の選別には非常に力を入れています。全ての講師が講師歴 
5年以上、もしくは英語教授修士号取得者であり、講師採用時に厳しく 
選抜しております。レッスンは講師の質で満足度が決まります。  

ホテル一体型のスクール 
当スクールは宿泊部屋と授業部屋が同じホテル内にあります。 
安全性・利便性が高く、安心して留学いただけます。日本の皆様が満足
できるレベルの環境を整えております。 

レッスンの量 
月曜～木曜は1日８レッスン、金曜は1日８（または４）レッスンで語学
上達に十分なレッスン量をご提供。さらに、平日は追加で３レッスン→ 
１日最大11レッスンの受講が可能です。※土日・祝は追加で８レッスン
まで。マンツーマンがメインの為、中身の濃い時間を過ごせます。 

カリキュラムの質 
当スクールのカリキュラムは現地有名大学の教養学部長が作成しており
ます。会話、文法、発音はもちろん、TOEIC対策、TOEFL対策、IELTS対策、
ビジネス英語等、さまざまなカリキュラムで上達をサポートいたします。 



校舎 
 
外観・宿泊部屋 
 
（授業料込み費用） 

部屋の綺麗さ 日本のビジネスホテルレベル。語学留学の宿泊部屋としては十分。 2013年オープンの新設ホテル。語学学校の宿泊部屋としては最高級。 

ホテルの設備 ５Ｆ建てホテル。５Ｆにアカデミー＆カフェテリア。 ７Ｆ建てホテル。７Ｆにアカデミー。ヘアサロンやバーも有。 

利便性 ホテル隣にセブンイレブン。タクシーはすぐ拾えるが渋滞もある。 徒歩５分で大型ショッピングモール。食事・買い物、生活面で困らない。 

ネット環境 無線LANのみ。日本とスカイプ通話するには、ほぼ支障がないレベル。 無線・優先LANとも有。日本と頻繁にやり取りしたい方はお薦め。 

食事 カフェテリアの食事はしっかりしている。近くにローカルフード店も有。 ホテル７Ｆ上部分にレストラン。雰囲気もよくメニューも多数。 

レッスン数 ４０レッスン／１週間 
マンツーマン６＆グループ２／日（ALLマンツーマンへ変更可） 

３６レッスン／１週間 
マンツーマン８／日（金曜は午前授業のみ） 

セブシティ校 セブプレミアム校 

３ FEA 施設の特長 

選べる２つの校舎 

「レッスンルームは個室を完備！」 

日本人経営ならではの配慮！安心・清潔な留学環境 

FEAではレッスン用の個室を完備しております。 
マンツーマンで集中して学習できる空間です。 
 
また、グループ用のお部屋も別途ございます。 

・・・ いずれもフィリピン・セブ市街。利便性が高く、治安が良いエリアに位置するホテルです。 

１人部屋 

9.9万円 
／週～ 

１人部屋 

8.2万円 
／週～ 
 

※１人部屋も多数あり。プライベート空間を確保できる、快適な留学環境をご提供いたします。 

Buena Vida Suites Capitol Wellcome Hotel 

Wellcome Hotel 

セブプレミアム校は第二宿泊施設
でのご案内もございます。 



マンツーマン中心、１日 ８ レッスン 
『聞く・話す・プレゼン能力』を伸ばす。他人を気にせず、  
　恥じらわず、ひたすら話して英語になれましょう。 

４ FEA 授業の特長 

土日・祝日も追加レッスン受講可能 

優秀な講師陣／カリキュラムの提案 

個々の目標・英語レベルに応じ、最大限サポート！ 

FEAでは全ての講師が講師歴5年以上、もしくは英語教授修士号取
得者です。豊富な経験で英語力アップをサポート！ 

セブシティ校 

セブプレミアム校 

マンツーマン６ ＆ グループ２ 

マンツーマン８（通常プラン） 
マンツーマン４（1日4時間プラン） 

※セブシティ校のグループはマンツーマンに変更可 
※セブプレミアム校の金曜は午前中のみの授業 

さらに、授業後に３レッスンまで追加受講ＯＫ！ 最大１日 

11 
レッスン 

アンケート・カウンセリングを通して、個々に適した授業を提供
します。講師は生徒さんに５０－６０％以上話してもらうよう授
業を進め、質問に対して何通りもの返答をお願いします。間違い
は講師が訂正しますので、正しい返答方法をリピートしましょう。 

※カリキュラムや状況により他のアプローチ方法の場合もございます。 

FEA 教材責任者/ 
エグゼクティブ 
アドバイザー 
Teoddie	Ba)on	
Dumam-ag	

 SanJose-Recoletos 大学 教養学部長。著書に「News	Wri)ng	
Ac)vi)es	for	College	Instruc)on」(USJ-R	Bookstore)、「The	
Reckoning:	Collec)on	of	Crea)ve	Wri)ng」(CNU)、「Structures	
and	Values	of	Hard	and	SoH	News	Stories	in	Four	Representa)ve	
Newspapers」(Cebu	Normal	University)、他多数。   

FEAはフィリピン政府と移民局によって承認を受けた英
会話学校です。しっかりと企画されたカリキュラム、優
秀な講師陣、手厚いサポートで満足していただけます。
また、セブ市は東南アジアで最も壮大な歴史的文化を
持っている為、皆様の記憶に残ることになると思います。 
皆様がFEAで英語を学び、充実した生活を送られる事を
心待ちにしております。 



５ カリキュラム マンツーマン中心 ＆ 個別にカスタマイズ 

区分 時間 内容 

基本授業 

午前 

8:00～8:50 

マンツーマン レッスン（１対１） 

9:00～9:50 

10:00～10:50 

11:00～11:50 

午後 

13:00～13:50 

14:00～14:50 

15:00～15:50 

16:00～16:50 

レッスンスケジュール 

月曜～木曜は1日8時間、金曜は1日4時間（セブシティ校は8時間）のスケジュールです。 
月曜～金曜まで「1日4時間プラン」も別途ご用意しております（セブプレミアム校のみ）。 

*セブシティ校のグループレッスンは午前中に行う場合もございます。グループはマンツーマンに変更可能です。 
*セブプレミアム校はグループレッスンはございません。 
*金曜日の午後のレッスンはセブシティ校のみ提供しております。(セブプレミアム校は午前のみ) 
*セブプレミアム校の「1日4時間プラン」は、午前のみの授業となります。 
*フィリピンで定められた祝日は基本授業が休みとなります。午前に英語勉強法等のセミナーを行います。 
*授業は強制ではございませんので、全ての授業に参加されなくても問題ございません。 

セブシティ校 

セブプレミアム校 

グループ レッスン（１対４） 
マンツーマン レッスン（１対１） 

会話、文法、発音、TOEIC対策等さまざまなカリキュラムを最高レベルの大学教授が作成し
てご用意しております。 

《使用テキストの例》 

《人気のカリキュラム例》 
 
・TOEIC対策 
・TOEFL対策 
・IELTS対策 
・ビジネス英語 
・不動産英語 
・シニア向けカリキュラム 
・子供向けカリキュラム 
 （6～8歳） 
 （9～11歳） 
 （12～15歳） 
 
その他、多数ご用意しております 



５ カリキュラム １日のスケジュールサンプル 

時間 クラス タイプ 内容 

8:00～8:50 

マンツーマン 

日常会話 朝、起きてから寝るまでに使用する英語表現などを復習を含めながら学びます。 

9:00～9:50 総合学習 聞く・話す・読む・書く、をレベルに合わせて総合的に学習します。 

10:00～10:50 プレゼンテーション 英語を使用しての自己表現、文化紹介の仕方を学びます。（初心者は簡単な自己紹介から） 

11:00～11:50 小グループ コミュニカティブ文法 英会話から文法を学びます。 

12:00～13:00 ランチブレイク 

13:00～13:50 

マンツーマン 

サバイバル英会話 PTO（PLACE・場所/TIME・時間/OCCASION・場合）状況別に英語を学びます。 

14:00～14:50 トピックカンバセーション 様々なトピックについての意見交換と重要ニュアンス単語の習得を行います。 

15:00～15:50 発音・語彙強化 これだけは気を付ける発音をマスター。語彙の簡易習得テクニックを教えます。 

16:00～16:50 小グループ トラベル英会話 旅行時のフレーズパターンをグループにて実用的に学びます。 

●日常・旅行フォーカス（一般） 

時間 クラス タイプ 内容 

8:00～8:50 

マンツーマン 

Speaking 社交的英会話の練習、外国人とのふれ合い方を学びます。 

9:00～9:50 Speech Class 発音の練習をします。 

10:00～10:50 Email English 英メールの書き方を基礎から学びます。 

11:00～11:50 Presentation プレゼンの基礎知識を学び、発表していただきます。 

12:00～13:00 ランチブレイク 

13:00～13:50 

マンツーマン 

Business English ビジネス内の重要会話フレーズを学びます。 

14:00～14:50 Speaking 様々なTOPICを元に会話の練習をします。 

15:00～15:50 Business English ビジネス会議で必須のフレーズ・状況英語を学びます。 

16:00～16:50 Business Negotiation ビジネス内の重要会話フレーズを学びます。 

※到着翌日の月曜日は特別スケジュールになります。7:00～8:00  オリエンテーション→　8:00～10:00  レベルチェックテスト→　10:00～ 通常レッスン開始 

●TOEIC 475点以上の方向け（ビジネス・一般複合） ※一例です、TOEICスコアによってプランニングいたします。 

sample 

sample 



６ セブシティ校 １週間４０レッスン ！英語漬け「セミ スパルタ留学」 

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間 

１人部屋 ¥82,000 ¥142,000 ¥199,000 ¥246,000 ¥484,000 ¥702,000 ¥936,000 ¥1,170,000 ¥1,404,000 

2人部屋 ¥70,000 ¥129,000 ¥179,000 ¥216,000 ¥424,000 ¥612,000 ¥816,000 ¥1,020,000 ¥1,224,000 

3人部屋 ¥65,000 ¥119,000 ¥166,000 ¥196,000 ¥392,000 ¥580,000 ¥781,000 ¥980,000 ¥1,174,000 

基本料金 
● 入学金：¥15,000（初回留学時のみ） 

*全てのレッスンをマンツーマンに変更可能。追加料金は4,000円/1週間。 
*5週間、6週間、7週間の受講も可能（1週毎に4週間料金の1週間分が追加） 
*9週間、10週間、11週間の受講も可能（1週毎に8週間料金の1週間分が追加） 
*24週間以上受講も可能。ご希望の場合はお問い合わせ下さい。*プレミアムルーム利用は1週間あたり￥15,000追加。 
*日曜に宿泊、月曜～金曜が授業、土曜に退出が通常の週間コース。（イレギュラー対応も可能） 

FEA セブシティ校 

下記の料金表を参照ください。費用には授業料、テキスト代、朝食代、宿泊費、電気水道代、 
洗濯サービス、空港ピックアップサービス、無線インターネット使用代が含まれます。  

● 語学学習費用： 

● フィリピン政府に支払う費用（フィリピン政府により料金が変更される場合があります） 

　SSP取得料金 
（特別学習許可書） 6,000ペソ（約￥15,600） 

観光を目的として入国した外国人がフィリピン国内で合法的に勉強する為に
必要なビザの一種 

　VISA延長料金 3,910ペソ（約￥10,160） 入国から30日迄は無料。31日以上滞在される方が必要となります。 1回目の延長で＋29日間有効(合計59日間)、以降30日間毎の延長更新が必要。 

 人気 

授業料・宿泊費・ 
朝食代・諸費用込 

ご希望に応じて、マンツーマンの追加レッスンを受講いただけます。 
○平日　17:00～20:00迄：1レッスン650ペソ（1,690円）　○土・日・祝日　8:00～17:00迄：1レッスン800ペソ（2,080円） 

Buena vida（40レッスン/1週間） 



７ セブプレミアム校 １週間３６レッスン！よりグレードの高い留学施設 

FEA セブプレミアム校 

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間 

１人部屋 ¥99,000 ¥176,000 ¥250,000 ¥314,000 ¥620,000 ¥906,000 ¥1,208,000 ¥1,510,000 ¥1,812,000 

2人部屋 ¥87,000 ¥163,000 ¥230,000 ¥284,000 ¥560,000 ¥816,000 ¥1,088,000 ¥1,360,000 ¥1,632,000 

3人部屋 ¥82,000 ¥153,000 ¥217,000 ¥264,000 ¥528,000 ¥784,000 ¥1,053,000 ¥1,320,000 ¥1,582,000 

*5週間、6週間、7週間の受講も可能（1週毎に4週間料金の1週間分が追加） 
*9週間、10週間、11週間の受講も可能（1週毎に8週間料金の1週間分が追加） 
*24週間以上受講も可能。ご希望の場合はお問い合わせ下さい。 
*日曜に宿泊、月曜～金曜が授業、土曜に退出が通常の週間コース。（イレギュラー対応も可能） 

基本料金（通常プラン） 

● 語学学習費用： 

● フィリピン政府に支払う費用（フィリピン政府により料金が変更される場合があります） 

　SSP取得料金 
（特別学習許可書） 6,000ペソ（約￥15,600） 

観光を目的として入国した外国人がフィリピン国内で合法的に勉強する為に
必要なビザの一種 

　VISA延長料金 3,910ペソ（約￥10,160） 入国から30日迄は無料。31日以上滞在される方が必要となります。 1回目の延長で＋29日間有効(合計59日間)、以降30日間毎の延長更新が必要。 

● 入学金：¥15,000（初回留学時のみ） 

下記の料金表を参照ください。費用には授業料、テキスト代、朝食代、宿泊費、電気水道代、 
洗濯サービス、空港ピックアップサービス、無線インターネット使用代が含まれます。  

 人気 

授業料・宿泊費・ 
朝食代・諸費用込 

ご希望に応じて、マンツーマンの追加レッスンを受講いただけます。 
○平日　17:00～20:00迄：1レッスン650ペソ（1,690円）　○土・日・祝日　8:00～17:00迄：1レッスン800ペソ（2,080円） 通常プラン 

Wellcome・MJ Hotel（36レッスン/1週間） 



７ セブプレミアム校 「１日４時間プラン」で午後を自由時間に！ 

FEA セブプレミアム校 

期間 1週間 2週間 3週間 4週間 8週間 12週間 16週間 20週間 24週間 

１人部屋 ¥84,000 ¥149,000 ¥212,000 ¥267,000 ¥527,000 ¥770,000 ¥1,027,000 ¥1,284,000 ¥1,540,000 

2人部屋 ¥74,000 ¥139,000 ¥196,000 ¥241,000 ¥476,000 ¥694,000 ¥925,000 ¥1,156,000 ¥1,387,000 

3人部屋 ¥70,000 ¥130,000 ¥185,000 ¥224,000 ¥449,000 ¥664,000 ¥895,000 ¥1,122,000 ¥1,345,000 

*5週間、6週間、7週間の受講も可能（1週毎に4週間料金の1週間分が追加） 
*9週間、10週間、11週間の受講も可能（1週毎に8週間料金の1週間分が追加） 
*24週間以上受講も可能。ご希望の場合はお問い合わせ下さい。 
*日曜に宿泊、月曜～金曜が授業、土曜に退出が通常の週間コース。（イレギュラー対応も可能） 

基本料金（１日４時間プラン） 

● 語学学習費用： 

● フィリピン政府に支払う費用（フィリピン政府により料金が変更される場合があります） 

　SSP取得料金 
（特別学習許可書） 6,000ペソ（約￥15,600） 

観光を目的として入国した外国人がフィリピン国内で合法的に勉強する為に
必要なビザの一種 

　VISA延長料金 3,910ペソ（約￥10,160） 入国から30日迄は無料。31日以上滞在される方が必要となります。 1回目の延長で＋29日間有効(合計59日間)、以降30日間毎の延長更新が必要。 

● 入学金：¥15,000（初回留学時のみ） 

下記の料金表を参照ください。費用には授業料、テキスト代、朝食代、宿泊費、電気水道代、 
洗濯サービス、空港ピックアップサービス、無線インターネット使用代が含まれます。  

 人気 

授業料・宿泊費・ 
朝食代・諸費用込 

ご希望に応じて、マンツーマンの追加レッスンを受講いただけます。 
○平日　17:00～20:00迄：1レッスン650ペソ（1,690円）　○土・日・祝日　8:00～17:00迄：1レッスン800ペソ（2,080円） １日４時間プラン 

Wellcome・MJ Hotel（20レッスン/1週間） 



講師レベルが高く、充実の短期留学 
２週間の短期留学でしたが、非常に満足のいくものでした。最初はまとも
に英語を話したことがなく不安でしたが、講師の方々は本当にレベルが高
く、気さくに分かりやすく授業を行ってくれました。 

<30代　会社員> 

また、スピーキング力の向上を目標にしていたので、
スピーキングとリスニングだけのカリキュラムを組
んでくれるなど、こちらの要望に柔軟に応えてくれ
て本当に助かりました。 
ホテルもなかなか快適で、何も不自由しなかったで
す。充実した２週間をありがとうございました。 

８ 留学生の声 幅広い年齢・職業の方が留学されています 

63歳で3ヶ月の留学。英語に自信！ 
３ケ月の語学留学をすることに決めた時の私は63歳。初めのうちは疲れと
慣れないことの理由で早めに就寝し夜中に目が覚めていたが、それも少し
ずつ本来の生活に変わっていった。 

<60代　シニア> 

先生たちの英語の発音にも慣れていき、同時に聞く
力からもついてきた。また少しずつではあるが、英
語を使って自分の思いを何とか伝えることもできる
ようになっていった。一番の収穫は「私は英語が話
せない」から「私は英語が話せるようになった」に
変化したことだと思う。今後も英語がもっと自由に
話せるように続けて学んでいきたい。 

ものすごく講師の温かみを感じた 
もともと海外にはよく出かけることがあったので、日常会話程度のレベル
はあったが、FEAのフィリピン・セブ島留学に来て講師の温かみをものすご
く感じた。不安の一切無い留学生活でした。 

<50代　元教員> 

オススメしたい点は各部屋に設置されていた「ウォ
シュレット」。アジア圏各国はホテルにも設置されて
いないところがほとんどなので、個人的に二重マルで
すね。スタッフや講師の方達が毎日明るく接してくれ
たので、楽しく毎日を過ごすことが出来ました。セブ
島留学をお考えの方にはオススメの学校だと思います。 

親子でセブ留学を満喫☆ 
小学生の息子と留学しました。日本では身に付きにくい「スピーキング」
「リスニング」を中心に勉強をしっかり出来ました。 息子は楽しく英語を
勉強出来て、とても満足したようです。 

<30代　親子> 

セブ島留学の語学学校は一般的に宿泊施設が良くない
と聞いていましたが、FEAのホテルは非常に快適で心
地良かったです。また、夜のナイトツアーやビーチで
はとても充実した時間を過ごせました。次の休みにま
た親子でFEAにお世話になりたいと思います。どうも
ありがとうございました。 



英語力について 

英語が全くしゃべれないのですが大丈夫でしょうか？ 

当スクールではマンツーマンレッスンを中心としておりますので、
個人個人に合った勉強の進め方でカリキュラムを組ませていただ
きます。講師も経験豊富で、全員がホスピタリティに溢れるフィ
リピン人です。ご安心下さい。 

英語は短期留学でも十分に練習出来て上達しますか？ 

FEAの英語レッスンを全て受講すると、1週間で1800分以上の授業。
日本で週1回40分レッスンの英会話スクールに通う量の約1年間分
となります。十分な上達が可能な環境を作る事が出来ます。 

フィリピン人の英語の発音は問題ないでしょうか？ 

フィリピン人講師に英語を習う日本人はここ最近で急増していま
す。理由はフィリピン人の英語はネイティブに非常に近い為です。
また、フィリピンは3番目に英語を話す人が多い国です。特に当校
の当スクールの講師は全員が講師歴5年以上、もしくは英語教授修
士号取得者に特化しており、十分な経験と研修を受けてきている
為、自信を持っておすすめします。ご安心下さい。 

Q	

A	

Q	

A	

Q	

A	

９ よくあるご質問 

費用・申請等について 

費用のお支払い方法はどのようにすればよろしいでしょうか？ Q	

当スクール指定の口座へ銀行振込でお願いします。 A	

フィリピンペソへの両替はどうすれば良いでしょうか？ 

日本円をフィリピンへ持ってきて、現地で両替することをお薦め
します。空港での両替はレートがあまり良くないです。そのため、
当校の近くにある両替所をお薦めさせていただきます。 

ビザとSSPの申請はどうすれば良いでしょうか？ 

入国の際に、空港で30日間滞在できる観光ビザを取得できますの
で、日本で前もってビザを取得されなくて大丈夫です。30日を超
えて滞在される場合は、滞在の延長手続きが必要となります。SSP
とはフィリピン国内で合法的に勉強をするために必要な物です。
現地で入校と同時にSSPを申請していただければ問題ありません。
どちらも手続きは当校で代行させていただきますので、ご安心下
さい。 

Q	

A	

Q	

A	

海外保険に入るとどのような利点がありますか？ 

海外保険は現地で病院に行く時にキャッシュレス（無料）で診察
を受けられる利点があります。また、航空機の遅延保険、カメラ
や航空券等の携行品の損害に対する保険等多くの保証が付いてい
ます。 

Q	

A	
卒業証書等はもらえるのでしょうか？ 

授業の最終日に修了証書をお渡しさせていただきます。 

Q	

A	

>> その他にも、よくあるご質問をホームページ内に掲載しております。ご参照ください http://firstwellness.net FEA セブ 検索 

英語力、費用・申請等について 



「日本と世界の架け橋となるために、良質の英語教育を提供」 

ファーストウェルネス・イングリッシュ・アカデミー代表の佐藤大悟です。  
当スクールの資料をご覧いただき、誠にありがとうございます。 
 
私は、苦手であった英語をなんとかしようと、遅まきながら社会人になってから勉強を始めました。 
残念ながら学校での勉強では外国人とコミュニケーションをできるレベルには至りませんでした。 
 
現在は、曲がりなりにも不自由なく英語で毎日を過ごしています。 

１０ 代表メッセージ 

英語を勉強するに当たり紆余曲折はありましたが、一番役に立ったのは、フィリピンとのマンツーマン・オンライン英会話レッスンでした。グローバルな仕事を
してみたいという気持ちから、世界各国を回ったときにフィリピンの英語学校に出会いました。 現地のフィリピンではフィリピン人の英語のレベルが非常に高い
と感じましたが、グローバル企業が英語でのお客様からの問い合わせなどを電話で受けるコールセンターサービスが、セブ島近郊にたくさんあると聞いて驚きま
した。今や通信コストは安く、英語圏の国でコールセンターを作るより、英語に堪能な人が多いフィリピンにコールセンターを作った方が経済的なのです。 
 
 
そんな訳で、フィリピンには非常に多くの英語学校があります。調べてみると、その９０％が韓国人の経営です（日本語のHPでも宣伝しています）。韓国のグ
ローバル化に伴い、多くの韓国人がコストの安いフィリピンで集中的に英語を勉強する必要性はよく分かります。ただ、フィリピン留学をしたことのある日本人
から、「マンツーマンレッスンを増やしてほしい」「クオリティがもう少しよい施設でゆったりと勉強したい」「日本語を話せるスタッフがいてほしい」「掲示
板が韓国語であってわからない」「食事が口に合わない」などの声を聞きました。 
 
このような理由で、２０１２年５月から私自身がセブ島に常駐して、皆様のご要望に応えることができる学校を始めました。  
当校では講師を厳選し質の高いレッスンを提供しています。（全ての講師が講師歴5年以上、もしくは英語教授修士号取得者。） 
また、宿泊ホテルで勉強できること、マンツーマンレッスンの量が多いこと、食事のメニューが豊富等がFEAの特徴です。 
 
私たちの理念は、「日本と世界の架け橋となるために、良質の英語教育を提供する」ことです。日本にもフィリピンにも貢献できるアジアNO1の英語学校を目指
し、ここで学ばれた皆さんが将来、「２０○○年度のFEA留学生である」ということを他の卒業生と語り、誇りに思っていただけるような学校にしてまいります。 

 
FEA代表　佐藤大悟 

英語力アップの必要に迫られている方へ 



１１ お問い合わせ お気軽にご相談ください 

留学説明会 ● 東京（自由が丘）：１ヶ月に数回 

● 大阪（梅田）　   ：不定期 

フィリピン・セブ現地の概況や当スクール詳細について、分かり易
くご説明します。少人数での開催、質疑応答の時間もございます。 
※参加いただきやすいよう、土日・祝日の開催となっております。 

留学カウンセリング ● 来社（自由が丘） 

● スカイプ通話（電話でもOK） 
日程も時間も、ご希望にあわせて個別にお申し込みいただけます。 
説明会に参加できない方は、カウンセリングでご相談ください。 

FEAでは、無料の『留学説明会』『留学カウンセリング』を開催しております 

☎ 03-3723-2260 

電話でのお問い合わせ 

※受付時間外のお電話は、翌営業日に折り返しご連絡となります。 
　予めご了承ください。 

>> お申し込みはホームページ（お問い合わせ）から http://firstwellness.net FEA セブ 検索 

Firstwellness English Academy 

● 日本事務所 

東京都目黒区自由が丘2-11-9-3F 

TEL：03-3723-2260　FAX：020-4623-8429 

© Firstwellness English Academy Inc. 

平日　　　10:00～18:00 
土日・祝　11:30～17:00 

随時受付中！ 


