


コロナウイルス感染拡⼤により、様々な規制、渡航制限が発表されており、留学希望者がフィリピンに渡航できない状況が続いています。そ
んな中、CIPでは13年という⻑年のノウハウを活かし、新しいオンライン英会話学校 (CIPオンラインアカデミー)を創設いたしました。１⽇の英
語コースを全てオンラインで⾏います。現地の実際の授業とコースの同等の内容がオンラインでそのまま受講出来るようになりました。⾃宅
や様々な場所で受講可能です。
CIPのオンライン講師は現地でオフライン講師としても活躍しており、スキル、知識共に優秀です。またフィリピン⼈講師とネイティブ講師が
組み合わさったCIP独⾃のカリキュラムは珍しく、どちらの国籍の講師の利点も活かすことができ、スピーキング主体に英語スキルを伸ばすこ
とが可能です。

国籍別 TIMEZONE

日本、韓国 09:30AM to 06:00PM

台湾、中国 08:30AM to 05:00PM

ベトナム、タイ 07:30AM to 04:00PM

資格 時間

CIPオリジナルトレーニング 80 時間
TESOL式トレーニング 120 時間

講師歴 12ヶ月以上

講師の国籍: ネイティブ & フィリピン人

イギリス人アカデミックコーチ

優秀な講師陣

多国籍環境

CIPの現地で⼈気の英語コースがそのままオンラインに！



各種コース ネイティブ
プレミアム

ネイティブ
スタンダード

クラシック
スタンダード ライトコースA ライトコースB プレミアム

キッズ
インテンシブ
キッズ

IELTS
スタンダード

IELTS
スピーキング

TOEIC
スタンダード

ネイティブ
1:1 4 1 1 2 1

フィリピン
1:1 4 4 1 2 3 4 4 2 4

ネイティブ
グループ 1 1 1 1 1 1

フィリピン
グループ 1 1 1 1 1 1 1



NATIVE PREMIUM
ネイティブプレミアム

このコースの利点
リスニング、リーディング、ス
ピーキング、ライティングの授業
でネイティブ式の英語表現を学ん
だり、ネイティブ講師によって
様々な英語知識を⾝につけること
が可能です。
またスピーキングクラスでは発⾳
やイントネーション、リンキング
スキルを学習し、それと同時にス
ピーキング中に正しい単語を使⽤
出来ているか確認することが可能
です。
より⾃然な英語⼒を⾝につけたい
⽅はネイティブプレミアムでしっ
かりと英語学習をしましょう。

NATIVE STANDARD
ネイティブスタンダード

このコースの利点
このコースはCIPで1番⼈気のコー
スとなります。
フィリピン⼈講師とネイティブ講
師の両⽅からマンツーマン授業で
英語を学ぶことが可能です。
英語初級者には基礎を、中級以上
の⽅にはスピーキングや会話⽂法
をメインに授業を展開することが
可能です。
他の学校にはない利点となり、毎
⽇充実したオンライン留学⽣活を
送ることが出来るでしょう。

CLASSIC STANDARD
クラシックスタンダード

このコースの利点
英語初級者向けのコースとなり、
⼀般英語科⽬(⽂法、単語、リー
ディング、スピーキングなど)を
基礎から学習します。
英語学習が久しぶりという⽅、
もう英語を忘れてしまった⽅、
また基礎からしっかりと固めた
い⽅にお勧めです。
マンツーマンはフィリピン⼈講
師のみとなります。
ネイティブマンツーマンをご希
望の⽅はネイティブスタンダー
ドコースをご確認ください。

このコースがお勧めの⽅
• 英語中級者から上級者
• 英語ネイティブスピーカーと旅
⾏や仕事で英語を話す機会のあ
る⽅

• 発⾳やイントネーション、ネイ
ティブ式英語表現を⾝につけた
い⽅

このコースがお勧めの⽅
• 英語初級者から上級者
• 英⽂法をスピーキングや
ライティングで正しく使
えるようにしたい⽅

• ネイティブ講師のマン
ツーマン授業も受講され
たい⽅

このコースがお勧めの⽅
• 英語初級者から中級者
• 英語試験対策前(TOEICや

IELTS)に基礎を復習したい
⽅

• 満遍なく英語基礎を学習さ
れたい⽅

YOUNG LEARNERS
ヤングラーナー

このコースがお勧めの⽅
• ⼦供専⽤のキッズコースで
す。

• フィリピンとネイティブ講
師のスピーキングの授業を
受講されたい⽅

• ⼦供に英語教育を始めたい
⽅

このコースの利点
キッズ専⽤コースとなります。
⼦供の時から英語を学習するこ
とで、正しい発⾳や単語⼒が⾝
に付きます。
また沢⼭の講師と話すことで、
コミュニケーション能⼒も養わ
れ、将来に向けた準備をするこ
とが可能です。
ネイティブとフィリピン⼈両⽅
のマンツーマンレッスンが受講
可能です。



LIGHT COURSE A
ライトコースA

このコースの利点
フィリピン⼈講師とネイティブ講師の両⽅か
らマンツーマン授業で様々な科⽬を学ぶこと
が可能です。
１⽇３コマのライトコースなので、忙しい⽅
や１⽇フルコースが合わない⽅にお勧めです。
フルコースを始める前の体験的な意味合いで
受講される⽅もいます。
.

LIGHT COURSE B
ライトコースB

このコースの利点
フィリピン⼈講師のマンツーマン授業のコー
スです。
英語基礎を学ぶことが可能です。
１⽇３コマのライトコースなので、忙しい⽅
や１⽇フルコースが合わない⽅にお勧めです。
フルコースを始める前の体験的な意味合いで
受講される⽅もいます。

このコースがお勧めな⽅
• １⽇の英語学習時間に限りがある⽅
• オンライン授業を体験的に受講されたい⽅
• 英語ネイティブ講師とのマンツーマン授業
をご希望される⽅

このコースがお勧めな⽅
• １⽇の英語学習時間に限りがある⽅
• オンライン授業を体験的に受講されたい⽅
• 英語基礎からゆっくり始めたい⽅



IELTS STANDARD
IELTSスタンダード

このコースの利点
各科⽬に対するタイムマネジメント、
テクニックなど試験攻略を学習する
⼀⽅、IELTS単語やイディオムなどス
コアアップに⽋かせない知識の習得
を⽬指します。
４技能全てをカバーしているコース
で、IELTS公式試験を受験予定の⽅に
最適です。

このコースがお勧めの⽅
• IELTSアカデミック試験の準備対策を
されたい⽅ (４技能)

• IELTSジェネラル試験の準備対策をさ
れたい⽅ (４技能)

IELTS SPEAKING
IELTSスピーキング

このコースの利点
IELTSスピーキングに重点を置いた
コースとなります。
⽂章の細かい組み⽴て⽅や、アイ
デアの出し⽅、スピーキング中の
単語や⽂法の使⽤⽅法まで、詳細
を学ぶことが可能です。ネイティ
ブグループクラスではネイティブ
講師によるIELTSスピーキングを学
習できるので、より⾃然な⾔い回
しなども習得可能です。

このコースがお勧めの⽅
• IELTSスピーキングを集中して学
習されたい⽅

• １⽇の学習時間に限りがある⽅

このコースの利点
TOEICリスニング、リーディングの試験対策全般
を学習するコースで、タイムマネジメント、テ
クニックなどを中⼼に学びます。
英⽂法基礎や単語はある程度学習された上で受
講すると、よりスムーズな授業展開が可能です。

TOEIC STANDARD
TOEICスタンダード

このコースがお勧めの⽅
• TOEIC公式試験の対策をされたい⽅
• ビジネス英語を⽇常で使⽤する機会の
ある⽅で、TOEIC単語をスピーキングで
使えるようになりたい⽅

• 転職希望の⽅など



アメリカドル (USD)

留学期間 / 週 ネイティブ
プレミアム

ネイティブ
スタンダード

クラシック
スタンダード ライトコースA ライトコースB プレミアム

キッズ
インテンシブ
キッズ

IELTS
スタンダード

IELTS
スピーキング

TOEIC
スタンダード

1 $525.00 $367.50 $269.50 $193.00 $133.00 $403.00 $350.00 $332.50 $168.00 $332.50 

2 $900.00 $630.00 $462.00 $330.00 $228.00 $690.00 $600.00 $570.00 $288.00 $570.00 

3 $1,200.00 $840.00 $616.00 $440.00 $304.00 $920.00 $800.00 $760.00 $384.00 $760.00 

4 $1,500.00 $1,050.00 $770.00 $550.00 $380.00 $1,150.00 $1,000.00 $950.00 $480.00 $950.00 

5 $1,875.00 $1,312.50 $962.50 $688.00 $475.00 $1,438.00 $1,250.00 $1,187.50 $600.00 $1,187.50 

6 $2,250.00 $1,575.00 $1,155.00 $825.00 $570.00 $1,725.00 $1,500.00 $1,425.00 $720.00 $1,425.00 

7 $2,625.00 $1,837.50 $1,347.50 $963.00 $665.00 $2,013.00 $1,750.00 $1,662.50 $840.00 $1,662.50 

8 $3,000.00 $2,100.00 $1,540.00 $1,100.00 $760.00 $2,300.00 $2,000.00 $1,900.00 $960.00 $1,900.00 

12 $4,500.00 $3,150.00 $2,310.00 $1,650.00 $1,140.00 $3,450.00 $3,000.00 $2,850.00 $1,440.00 $2,850.00 

16 $6,000.00 $4,200.00 $3,080.00 $2,200.00 $1,520.00 $4,600.00 $4,000.00 $3,800.00 $1,920.00 $3,800.00 

20 $7,500.00 $5,250.00 $3,850.00 $2,750.00 $1,900.00 $5,750.00 $5,000.00 $4,750.00 $2,400.00 $4,750.00 

24 $9,000.00 $6,300.00 $4,620.00 $3,300.00 $2,280.00 $6,900.00 $6,000.00 $5,700.00 $2,880.00 $5,700.00 



Zoom Client Meeting – 講師と学⽣はこちらのアプリケー
ションでコミュニケーションを取り、授業のフィード
バックなども⾏います。
• 授業を録⾳/録画する
• ノートに注釈をつけるなど (画像参考)

Web-Office – 講師によるフィードバックや訂正などは全
てウェブ上で⾏われます。

QQ and Skype – Zoomアプリが使⽤できない場合はスカイ
プでも受講可能です。*マンツーマンのみ対応

Speed Test –ご⾃⾝のインターネット環境が安定している
か確認してください。



ご⽤意していただくデバイスなど
• パソコン (ノートパソコン/デスクトップ) 
• ビデオコール⽤カメラ (HD)
• イヤフォン (マイク付き)
• ⾼速インターネット (無線/有線)

ソフトウェア
• Zoomアプリケーション
• PDFリーダー (Foxit/Adobe/Chrome)

その他
• 筆記⽤具



授業後
·授業終了時間になってもすぐにアプリを終了しないでください。
· アプリ終了前に、引き継ぎ事項や質問があれば必ず講師に質問して
ください。オフィススタッフは内容を詳しく確認できません。
·終わりの挨拶をきちんと⾏ってから、終了しましょう。

授業前
· 課題 (宿題)が完了しているか再確認しましょう。
. デバイスが正常に作動するか、またネット環境を確認しましょう。(確認不⾜による遅刻は⾃⼰
責任です)
·出来るだけ静かで集中できる場所に移動しましょう。

授業中
·授業中はしっかりと集中しましょう。
·理解できないことがあれば、必ずその時に講師に質問しましょう。
·授業中は他のアプリ(ゲームなど)を使うことは禁⽌です。
· ミュートにして授業を妨害した場合は、学校は返⾦なしで授業をキャンセルし
ます。
·スピーキングは講師と順番に⾏ってください。

重要事項
1. 担当講師は授業のみ担当します。各種変更、キャンセル、返⾦、申し込
みに関するご質問はFAQを確認し、指定された部署へ連絡してください。

2. CIPの講師と⽣徒は別途、個⼈的に授業のアレンジなどを⾏い、プライ
ベートレッスンをすることは禁⽌されています。



授業はどのソフトウェアで行われますか?
CIPではZoomアプリを使用しています。同時に複数のデバイスが接続可能で、様々な国で
使用することが可能です。

授業は録画されますか?
オンラインクラスはZoomアプリにより録画されます。授業や講師の質を確認するために役
立てられます。学生も録画することが許可されています。

教材は購入が必要ですか?

オンライン講師はアプリ上でPDFファイルを使用します。学生は購入する必要はありませ
ん。

授業はキャンセルできますか？返金は可能ですか?
キャンセル規約を確認してください。問い合わせは⽇本⼈スタッフまでお願いします。
link: https://sites.google.com/view/ciponlineacademy-studentportal/home

講師は変更可能ですか?
可能です。毎週水曜日１３時から木曜日１３:４０分まで変更を受付します。講師の空き状
況によりすぐに変更できない場合がありますので予めご了承ください。何名かの講師の情
報は動画でも確認可能です。link. https://sites.google.com/view/ciponlineacademy-
studentportal/home
変更される場合は日本人スタッフまでお問い合わせください。

講師が退職した場合はどうしますか?
講師が退職する場合は前もってお知らせいたします。
その場合は新しい講師をご提供しますが、合わない場合は講師変更が可能です。.

授業時間の変更は可能ですか?
可能です。ただし、講師の空き状況によります。
時間のみ変更が難しい場合は、異なる講師でのアレンジも可能です。
希望者は⽇本⼈スタッフまでお問い合わせくださいませ。

授業科⽬の変更は可能ですか?
可能です。変更後は翌⽇に反映されます。変更希望の⽅は⽇本⼈スタッフまでお問い合わ
せください。

苦情の受付先はどこですか?
⽇本⼈スタッフへお問い合わせください。

⼊学⼿続きや再⼊学に関して講師に相談できますか?
講師は授業のみ担当します。お申し込み関連のお問い合わせは⽇本⼈スタッフのみ受付し
ております。

授業中の携帯電話の使⽤は可能ですか?
辞書の使⽤や、学習⽬的でのみ可能です。

CIPのネット環境について教えてください。
CIPオンラインアカデミーは快適な授業を提供する為、より優れたインターネット回線を使
⽤しています。もしインターネット環境に問題があれば、すぐに学⽣にお知らせし、動画
が途切れることが多々あ理、授業が継続できない場合は授業を⼀旦中断し、補講のご案内
をいたします。

留学エージェント利⽤の場合
申し込みやお⽀払いなどは全てエージェント経由で⾏われます。
*どこでお申し込みされても、費⽤は異なりません。

https://sites.google.com/view/ciponlineacademy-studentportal/home
https://sites.google.com/view/ciponlineacademy-studentportal/home
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc-gycOFaxciGbQTuSaNa4suL5OPJVRsXt4fY9QDa6XEqLBA/viewform
https://sites.google.com/view/ciponlineacademy-studentportal/home


cipenglish@gmail.com lD: cipenglish


