
～Experience Global and Local！～
LSLC（サンアグスティン大学付属英語学校）



従来の欧米留学スタイル

・授業はグループのみ
＝1日5時間授業を受けても自分の
発言時間は30分以下も当たり前・・・

・滞在はホームステイかシェアが基本
電車かバスで学校へ通学。
＝地元の真の生活を体験できる！

・学校の友達と接する時間は学校のみ
＝留学生同士で英語を話す時間は
実は限られている。。。

オンリーワン学校であるLSLCの特徴とは？
世界中の語学学校でも極めて珍しいLSLCのGLOCAL(=Global & Local) 留学の魅力をご紹介！

・授業はマンツーマンとグループ
＝大勢の前で発言を苦手とするアジア
人にマンツーマン授業スタイルがFIT!

・滞在はほぼ内部or併設寮
＝寮での安全が担保されるのがGood!

・学校と寮がセットでほぼ掃除、洗濯付
＝通学時間が無いため効率的な生活!

従来のフィリピン留学スタイル

結果・・

・英語力、特に会話、リスニング
力が比較的短期間でアップする
が、講師、同じ学校の生徒以外
と英語で話す機会が稀
＝実践英会話力の向上に疑問。。

・生活空間が限られており、
地元(＝海外）の生活体験、
自活力が得られにくい
＝真のグローバル人材になれる?

結果・・

・文法は伸び、発音も欧米ネィティ
ブ発音にじょじょに慣れていくが、
肝心の英会話力の向上に時間
を要する
＝留学期間と英会話レベル
向上が今イチ比例しない

・海外生活体験は存分にできるが
ホストファミリー、シェアメイト
以外の方との交流は困難。。。

フィリピン留学と欧米留学
の長所を共に満たすのが

LSLCのグローカル留学です

【授業】
マンツーマンが1日4か5コマ＋グルー
プ2～4コマという適量の組み合わせ！

【滞在】
学校から徒歩3分のLSLC校専用＝
安全な外部寮。至近距離でありつつ
気分転換にもなる。学食の料理も自慢!

【地元の方との交流＆海外生活体験】
地元San Agustin大学内に校舎を構え、
同大学生徒たちとのLocal交流、日本語
ボランティア、イベント参加も容易にでき
る、これこそが真の海外留学です！

【留学生同士の交流】
LSLC校での授業、寮での生活を通じ、
韓国人、台湾人とのGlobalな交流は
日常茶飯事！



San Agustin（サン アグスティン）大学のご紹介
教育学部、経済学部など約4,000名の学部生が在籍のカトリック系大学内設備を使用できます！

設立年度 1962年

教職員数 約350名

住所 Benigno S. Aquino Drive, Bacolod City 6100
Negros Occidental, Philippines

モットー Virtue and Science

学長 Fr. Andrew P. Batayola, Osa

敷地面積 17,827平方メートル

設備 プール、サッカー場、図書館、売店、食堂

付属機関 幼稚園、小学校、高校

ウェブサイト http://www.csab.edu.ph

大学データ ※4月、5月は春休みで大学生不在



正式名称 Language Skills Learning Center (略称=LSLC) 

所在地/住所 フィリピン バコロド空港から車で約30分のバコロドシティ中心部に位置
Lopez Jeana St, Bacolod, 6100 Negros Occidental, Philippines 6100 （校舎の住所）

代表電話 +63-34-434-5267 設立年度 1997

SSP 有 TESDA 無し (フィリピン政府高等教育委員会CHED加入済)

講師 120人 学生定員 240人

講義室 9(グループ)/107(1:1) レベル数 6

国籍比率 韓国=80%、日本=5～15%、台湾5～15% 日本人スタッフ ○

コース
1コマ=50分

ESL Regularコース：マンツーマンx4＋グループｘ2＋任意参加の無料グループx2
ESL Intensiveコース：マンツーマンx5＋グループｘ2＋任意参加の無料グループx2
TOEICコース：TOEICマンツーマンx4＋グループｘ2＋任意参加の無料グループx2
TOEFLコース：TOEFLマンツーマンx4＋グループｘ2＋任意参加の無料グループx2
IELTSコース：IELTSマンツーマンx4＋グループｘ2＋任意参加の無料グループx2
※月～木の19:00～22:00にボキャブラリー授業（無料で任意参加）有

団体実績 創価大学、和光大学、恵泉女学園大学、龍谷大学、相模女子大学、プール学院大学、
山口大学、豊田工業大学、その他韓国からの多数大学
※団体様向けに観光、課外授業等を組み合わせたプログラムもアレンジ可

学校施設 フードコート、売店、図書館、教会、クリニック、バスケットコート、運動場、プール (第2キャンパス）

学校寮施設 室内＝ベッド, エアコン, 温水シャワー,トイレ,TV, 机, イス, クローゼット, 電気スタンド, 鏡、ハンガー、扇風機、
寮内＝卓球台2台、ビリヤード, 水&湯サーバー, ジム

インターネット 寮内各フロアのリラックススペースと1FラウンジにてWIFI使用可能 （部屋によってはWifi使用可）

到着時送迎 バコロド空港からお1人様30ドルで可 洗濯 週2回

掃除 週3回 門限 月～金：22時、土日祝前日：23時

学校データ



講師陣＆豊富な教材
1997年に設立された伝統あるLSLC校はエキスパート講師陣と豊富な教材を常時保有！

■エキスパート講師陣

講師を「読み、書き、聞き取り、会話」の各分野に専門化しています。それぞれの講師は専門分野に関して
さらに深く研究し、学校側が定期トレーニングを行うことで教育水準を高め、充実した授業を徹底的に行って
います。又、新人講師のトレーニング、定期的な講師へのトレーニングはヘッドティーチャー陣及び欧米ネイ
ティブ講師2名によって行われています。この講師陣のクオリティを一定に保てることが伝統校＝LSLC校が
誇れる強みであると同時に、韓国をメインとした数多くの大学が同校へ毎年団体を送ってこられる理由です。

■豊富な教材＋アドバイス

教科書は担当の講師と相談して選ぶ
ことができます。生徒様は各分野に
おける自身のレベルに応じたものを、
多くの種類のテキスト（100種類以上）
から、購入することができます。

LSLC校では勤続5年を超える講師も
珍しくありません。このようなベテラン
講師陣が生徒個々に対して、適切な
教材のアドバイスをすることで、英語
レベルを問わずそれぞれが満足される
授業をご提供できるのです。



LSLCの“成果が出る”カリキュラム構造
全コースに2コマ含まれる必須受講のグループ授業は豊富な授業メニューが自慢です！

マンツーマン授業

『一般英語コース』
毎日4コマか5コマ

（コースにより異なる）

『各試験対策コース』
毎日4コマ

（各試験対策に特化）

グループ授業ｘ２コマ

『会話』、『フィリピン文化』
といった一般的なテーマ
に加え、『映画鑑賞』、
『プレゼン』、『スピーチ』、
『ビジネス英語』、『ＣＮＮ』
等、26種類の豊富な
ラインナップをご用意。
短期は勿論、中長期留学
でも飽きること無し！

結
果

英語力アップと
いう成果に直結！

大学から認定証も付与夜間特訓で語彙力強化

月～木曜間の19:00～
22:00に任意参加の

ボキャブラリー授業有。
この授業でマンツーマン

授業中の会話の幅も拡大！



コース紹介：『ESL通常コース』
12週間以上の中長期留学生から一番人気の一般英語コース！

■コース概要

基本スキルを最もバランスよく学ぶことができるのが本コースです。

英語初心者の方から上級者の方まで各自のレベルに合わせて学ぶことが出来ます。講師は全ての
スキルを教えるのではなく１つのスキルに対し１つの先生、マンツーマンでは合計4人の先生が1人

の生徒を担当します。又、毎週金曜日には講師と共に学校外の観光スポット（例：遺跡、美術館、
City Hallで費用は50～120ペソ）を訪問する課外授業（週により校内で無料映画鑑賞）もございます。

2016年12月完成の
新講義棟！

８：００～９：００ 朝食

９：００～９：５０ 会話（マンツーマン）

１０：００～１０：５０ ディベートスキル（１：６グループ）

１１：００～１１：５０ 仕事の面接（１：６グループ）

１１：５０～１３：００ 昼食

１３：００～１３：５０ 読解（マンツーマン）

１４：００～１４：５０ 空きコマ

１５：００～１５：５０ リスニング（マンツーマン）

１６：００～１６：５０ ライティング（マンツーマン）

１７：００～１７：５０ 任意参加のオプショングループ①

１８：００～１８：５０ 夕食

１９：００～１９：５０ 任意参加のオプショングループ②

１９：００～２２：００ ボキャブラリークラス（任意参加）

■タイムスケジュール例

きれいな教室で先生が
丁寧に教えてくれます！



コース紹介：『ESL Intensive集中コース』
12週間未満の短期留学生や初級者の方から人気の実質スパルタ式一般英語コース！

■コース概要 ※月～木間は“夕食以降”オプション授業orボキャブラリー授業＋自習が全て強制参加で外出不可

必須受講の授業コマ数が最も多いコース。マンツーマンが1日5コマあるため、短期間でも英語力

アップという成果を上げたいという方におすすめです。読む・聞く・話す・書くの各スキルをマンツーマ
ン5コマでしっかり学びます。英語レベルは初級者方から上級者の方まで、各自のレベルに合わせ

て学ぶことが出来ます。又、毎週金曜日には講師と共に学校外の観光スポット（例：遺跡、美術館、
City Hallで費用は50～120ペソ）を訪問する課外授業（週により校内で無料映画鑑賞）もございます。

８：００～９：００ 朝食

９：００～９：５０ 会話（マンツーマン）

１０：００～１０：５０ Role playing（１：６グループ）

１１：００～１１：５０ Speech（１：６グループ）

１１：５０～１３：００ 昼食

１３：００～１３：５０ 読解（マンツーマン）

１４：００～１４：５０ 会話（マンツーマン）

１５：００～１５：５０ リスニング（マンツーマン）

１６：００～１６：５０ ライティング（マンツーマン）

１７：００～１７：５０ 任意参加のオプショングループ①

１８：００～１８：５０ 夕食

１９：００～１９：５０ 強制参加のオプショングループ②

１９：００～２２：００ ボキャブラリ→自習（強制参加）

■タイムスケジュール例 ※以下のグループ授業は全コース共通メニューです

Conversational Skills, Debate skills, Talk, Show Hosting, 
Presentation, Job interview, Effective Communication 

skills, Role Playing, Culture shock, Dating, Personal 
Background, Hobbies, Lifestyle, Philippine Culture, 

Speech, Film Appreciation, Business English, Sitcom

【講師１：生徒最大6名の小グループ授業】

【オプショングループ授業①】

American Accent, CNN, TOEIC (Reading, 
Listening, Speaking), TOEFL

【オプショングループ授業②】

CNN, Discussion



TOEIC / TOEFL / IELTS コース

■タイムスケジュール例
８：００～９：００ 朝食

９：００～９：５０ TOEIC Writing（マンツーマン）

１０：００～１０：５０ TOEIC Listening（マンツーマン）

１１：００～１１：５０ TOEIC Reading（マンツーマン）

１１：５０～１３：００ 昼食

１３：００～１３：５０ TOEIC Speaking（マンツーマン）

１４：００～１４：５０ 空きコマ

１５：００～１５：５０ Sitcom(１：６グループ）

１６：００～１６：５０ Film（１：６グループ）

１７：００～１７：５０ 任意参加のオプショングループ①

１８：００～１８：５０ 夕食

１９：００～１９：５０ 任意参加のオプショングループ②

１９：００～２２：００ ボキャブラリークラス（任意参加）

■各コースのポイント

・各試験に特化した訓練を受けた高評価な講師陣
・各試験に徹底的にフォーカスした授業内容
・教科書もすべて各試験用のものを使用
・マンツーマン授業では各試験対策に特化した授業が受講可能
・各コースの最低受講レベルは無し、初級～上級者まで個々のレベルに合わせた授業が可能

日本人から人気のTOEICコース

TOEIC試験対策にフォーカスしたコースです。
各試験に特化した訓練を受けた高評価な

講師陣による授業となります。もちろん教科
書もすべてTOEIC試験用、マンツーマンクラス
では先生と1から各試験対策ができます

（グループ授業は各試験対策でなく通常の一
般英語コースと同一）。
受講者レベルは設けておらず、初級者～

上級者まで個々の試験スコアレベルに合わ
せた授業をマンツーマンで受けられることが
本コースのメリットです！

全コースとも最短1週間から受講可能＆英語レベル不問です！



LSLC LIFE
LSLCだからこそできる貴重な真の国際交流体験＆実は学食もおいしく大好評！

朝食から計8品というご馳走！
食事は全てバイキング形式

徒歩3分でSan Agunsin大学へ
LSLCは大学内の講義棟一番奥の建物なの
で、毎日大学生らと会い、自然と顔見知りに！

やさしい先生たちとマンツーマン授業。
ランチは一旦寮にもどり1Fの学食で。
午後は再度大学で授業を受講。
※グループ教室は寮１Fにのみ有

放課後は大学生たちと交流。寮に戻っ
て夕食後、語彙力不足な方は
『ボキャブラリーレッスン』（任意参加）
を受けてみましょう！



スピーチコンテスト

日本語ボランティアプログラム 大学生とのバディプログラム

４週間のプログラムで常時参加可。週に２回で計８回。大学生を
対象に日本語や日本の文化について教え、最終週土曜日に孤
児院を訪問し、清掃活動や子供たちとのゲームを行います。期
間終了後にラサール大学から修了書が発行。参加費３００ペソ。

スクールトリップ

３泊４日で行くボラカイ旅行、日帰り旅行のマンブカル旅行な
どがあります。年に4回（1,4,7,10月を予定）です。

毎月１回寮で夜に開催。テーマにそって１人３～５分のスピー
チをします。※任意参加です

常時参加可。学生は３－４名のグループを作って申込み、オ
フィスが指定された日にSan Agustin大学生を最低1人紹介しま
す。紹介後は一緒にカフェやフードコートにいったり、
大学を見学したり自由行動。同週にもう1度会うことを推奨して
います。参加費は無料＆大学団体からも人気のプログラム。

ボランティア＆アクティビティ
大学付属校ならではのボランティア、アクティビティを格安料金にて体験できます！



ドミトリー

他施設

無料サービス

ランドリーサービス（週２回、下着は自身で）、両替、
部屋の掃除（週３回）、バイキング形式1日3食の食事

1人部屋：11室 2人部屋：19室
3人部屋：99室 合計346名収容

ベッド、掛布団、エアコン、机、イス、冷蔵庫、扇風機、
クローゼット、電気スタンド、シャワールーム、トイレ

受付、教室、食堂、コンビニ、自習室、多目的ホール、
ジム、TVのあるラウンジ、卓球、WIFIスポット、脱水機

部屋数

ドミトリー設備

無料サービス

室内設備

安全管理

警備員24時間体制、入口に指紋認証有、
夜の1時までスタッフがオフィスに滞在

ドミトリー紹介
2014年秋新築のドミトリーに滞在で快適な留学ライフ！



食事 学食

1人部屋 3人部屋2人部屋 シャワー室

トイレ シャトルバン

自習室

寮周辺横断歩道

各室内の壁に設置されている回転式扇風機も電気代節約＆健康にGOODです！

ドミトリーギャラリー①

学食内

トイレとシャワーはそれぞれが独立しているセパレートタイプ！



ラウンジ

ジム施設 クラスルーム

ロビーロゴ

指紋認証外観 入口廊下

ラウンジロビー

卓球台ジム内

ドミトリーギャラリー②
充実のジムなど、快適な設備は中長期留学生からも大好評！

２つの寮建物棟に関して男性棟、女性棟と区分けされている点は、個人はもちろん共学校の団体様からも好評です



食器も韓国人にはシルバーのもの、日本人・台湾人他には以下のオシャレな食器をご用意！

肉野菜炒め、目玉焼き、卵スープ
トマト、レタス、トースト

鳥の醤油炒め、ポテトサラダ、もやし和
え、小松菜和え、キムチ、スープ、ライス

肉じゃが、八宝菜、中華スープ
白菜の浅漬け、ライス、バナナ

コンビーフ、スパゲティ、海鮮スープ
目玉焼き、トマト、レタス、トースト

ビビンパ、わかめスープ

豚丼、卵スープ、肉味噌炒め
パイナップル

肉じゃが、春雨スープ、スクランブルエッグ
トマト、レタス、トースト

フライドチキン、卵とトマトの炒めもの、
春雨、チキンスープ、キムチ、ライス

かぼちゃの煮物、肉野菜炒め、キムチ
カボチャスープ、パイン、ライス

朝
食

昼
食

夕
食

１週間のうち３日間の学食メニュー



インターネット環境＆現地サポート
気になるインターネット環境は、寮内各フロアにある
リラックススペース（TV、ソファ有）がWifiゾーンで
無料利用可。より良い接続環境を求める方には
ポケットWifiの機械を1ヵ月300ペソでレンタル！

※回線使用料1ヵ月約1,000ペソは別途要

LSLCを数年前に生徒として卒業され、
バコロドに精通している日本人正社員
が常勤＆寮に常駐しているので、
初めて留学される方でも安心！

日本人スタッフの宮嵜氏

バコロドについて、学校・寮での生活や生活
環境、その他不安、お悩みのご相談は、現地
到着後いつでもお気軽にご相談下さい。
私もこの学校を卒業した生徒ですので、自らの
留学経験等を元にせいいっぱいご対応させて
頂きますので、初めての留学はもちろん、初め
ての海外渡航の方もどうぞ安心してお越し下さ
い。皆様にお会いできることを心より楽しみに
お待ちしております！

【LSLCブログ】
http://ameblo.jp/lslc-atsuyo

で現地の情報を

定期発信中です。

留学をご検討される際、

留学をご決定頂いた方、

いずれの方にも役立つ

情報満載です！

ポケットWifiのおかげで
スマホを外でも使えます！



フレンドリーシティー『バコロド』の溢れる魅力
“微笑みの街”の異名を持ち、住みたい都市ランキング人気No.1を誇るバコロドの4つの魅力とは？

GOODな物価! BETTERな治安！

BESTな生活利便性! EXTREMEな人々！

Ⅰ Ⅱ

Ⅲ Ⅳ

タクシーの初乗りは40ペソ、ジプニーは学生が6.4ペソ。ストリート
フードは5ペソ～。観光地化されていない分、マニラやセブの大都
市に比べ物価が安いことが特徴です。100ペソで食事（飲み物付）
ができます。外国人に対して法外な額を請求するようなこともござ
いません。

2008年の調査で“Best Place to Live in the Philippines”.でNO1.cityに
選ばれました。LSLCからもほど近い場所にある大規模な公園には

子供用の遊具が設置され、地元の方々の憩いの場所となっており、
ジョギングをされている方などが見受けられます。又、ライトアップ
が見事な公園も他にございます。

大規模総合病院を含め、必要なものがコンパクトにLSLCのあるシ
ティの中心（タクシー15分圏内で100ペソ以内）で、ほとんどのもの
が揃います。又、大型ショッピングモールも3軒ございます。旅行の
際、起点になるバスターミナル、船の港も至近距離なので、旅行に
行く際も便利です。

“微笑の街バコロド”の名の通り、街に出ると多くの人々の笑顔に
触れることができます。田舎ならではの温厚で優しい性格の方が
多く、滞在中にもきっと彼らの心のこもったおもてなしに癒される
ことがあるでしょう。
※有名な『マスカラフェスティバル』



アクセス＆LSLC周辺

マニラから、セブ・パシフィックが1日5便、フィリピン航空
が4便、エアフィルエクスプレスが3便、ゼストエアが2便

運行しており、所要時間は約1時間。
バコロド空港からバコロド市内へは車で約30分。

日本から同日着・同日帰国可なアクセス

ＬＳＬＣ寮から徒歩3分以内
コンビニ（ミニストップ）、レストラン、スー
パー、ドラッグストア、カフェ、ＡＴＭ等有

ＬＳＬＣ寮から徒歩4～10分以内
病院、マッサージ店、郵便局、
スターバックス、教会等有

ＬＳＬＣ寮から徒歩15～20分以内
日本食レストランｘ２、ラグーンパーク、
ロビンソンデパート

マクドナルド２４Ｈ

ジョリビー２４Ｈ

病院

ネグロス島の州都 Bacolod 

LSLCはバコロドの便利な
中心部に位置しており
近くにスタバもあります！

ロビンソンデパート

日本食レストラン

病院

San Agustin大学

スポーツジム

スターバックス

LSLC寮

ラグーンパーク

ファーストフードｘ２店

スーパー

病院日本食レストラン

ＳＭモール

ショッピングセンター

888ショッピ
ングモール



アフタースクールスポット

大型モールでショッピング

ローカルマーケットめぐり

格安マッサージで癒される

クラスメイトとボーリング

LSLCから車で10分のゴルフ練習場

LSLC付近には複数のジムが有！

フィリピン料理レストラン

日本食レストラン

スターバックス

ショッピング＆リラックス派 アクティブ派 グルメ＆カフェ派



週末向け近場のリゾート＆観光スポット

パルマス・デル・マー
学校から車で約２０分の郊外にあるリゾート型のホテル。
大型のプールやＢＢＱ施設があるため、日帰りでも楽しめます。
ここでの夕日は絶景です。LSLCのＩＤカード掲示で、宿泊施設が
１５％ＯＦＦで利用できます。

歓楽街ゴールデンフィールズ内にある、子供から大人まで楽し
めるウォーターテーマパークです。宿泊施設やＢＢＱ施設もあり
ます。学校から車で２０分ほど。＊入場料は１２０ペソです。

カリビアンリゾート

バコロドから旅行へ行く際に拠点となる、長距離バスのターミナ
ル、船に乗るための港も車で1５分圏内です。
隣のパナイ島（イロイロ市）へはバコロドから船で約1時間で行く
ことができるので、生徒さんにも人気があります。
その他にも日帰りで行くことができる美しいビーチもございます。

バコロドから旅行

プールリゾートやマリンブルーの美しいビーチリゾートへも気軽に行くことができます！



We are waiting for you！


