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OKEA(OK English Academy)があるバコロド
市は、フィリピン群島の中で四番目に大きい
ネグロス島の西ネグロスの州都でフィリピン
中部地域に位置するフィリピン最大の砂糖の
生産地として有名な都市です。
毎年10月にはマスカラ祭りが開催されてお
り、「微笑みの街」として知られています。
外国人にも大変好意的で素直で優しい人々が
多いため、外国人が生活し学習するには最適
な平和教育都市です。ショッピングモールや
映画館、レストラン等があり非常に便利で物
価もセブより安いことから最近は外国人も増
えて来ています。
また、2008、2012、2017年にはフィリピン政
府が実施した国民生活満足度調査で「最も住
みやすい都市1位」に選ばれた都市でもありま
す。

Introduction of Bacolod City

About OKEA

OKEA Courses

Messages from students

Fun in OKEA



Bacolod City

スターバックスの
ようなカフェだけ
でなく、プールル
ゾートや
ボーリン
グ場もあるので
週末は楽しむ事
も出来ます。

満喫出来
るエリア

ショッピングモール
車で10～20分圏内に多くのショッピングモールがあり日用品を購入、
外食、映画鑑賞も出来ます。
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OKEA IS READY !!

OK ENGLISH ACADEMYはバコロドの中心地に位置し、
綺麗で静かな雰囲気に囲まれ学習に適した環境下でショッピング
モールまで車で約10分と生活面においても利便性の高い環境に囲
まれております。
最大200名の生徒が滞在可能で、全クラスルームにはエアコンが
設置されております。また、スポーツジムやカフェテリアといっ
た空間で授業後は好きな時間を過ごすことも出来ます。

1:1 クラスルーム グループクラスルーム 自習室 カフェテリア ジム

カリキュラム及び教育施設認証、学校法人として設立
しフィリピン教育庁(TESDA)より正式に承認を得てい
ます。また、特別就学許可証(SSP)も入国管理局(BI)に
より承認をている外国人向けの語学学校です。

広々とした芝生庭園やココナッツなどの熱帯樹木がある空間に講義棟と宿泊棟が併設させています。
便利で安全な環境の中、学習に取り組むことが出来ます。

フィリピン教育庁(TESDA)、
入国管理局(BI)承認

1

2 17,000平方メートルの異国的なキャンパス

ネイティブスピーカーと1:1授業を組み込む事でよりリ
アルなネイティブ英語やアメリカの文化を理解できるコ
ースが用意されております。

日本の他に韓国、台湾、中国人生徒と学習、
生活を共にします。

3

4

ネイティブスピーカーとの1:1授業

様々な学生国籍

中国

日本台湾

ベトナム

10%

韓国
35%

25%20%

10%

ドミトリー 

OKEA の概要
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S A F E

P E A C E F U L 

C O M F O R T A B L E 

CONVENIENTリゾート型のドミトリーで南国気分が味わえます
ジム、カフェテリア、自習室も施設内にあります
トラブルにも迅速に対応します
24時間のセキュリティガードとCCTVが点在

1
2
3
4

ドミトリータイプ 寮サービス

寮内施設 食事

1人部屋、2人部屋、3人部屋、
ファミリー部屋、2(生徒)+1(講師)部屋

洗濯(週3日)、部屋掃除(週2日)、
ベッドシーツ取り換え(週1日)

勉強机、スプリングベッド、セーフティボックス、
クローゼット、エアコン、冷蔵庫、個人バストイレ、
温水シャワー

1日3回(土日祝含む。韓国、フィリピン、
日本、中国料理がバランス良く
提供されます。

OKEA の施設

OKEA Since 2003
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講師管理

学生管理

講師監視

ミーティング

トレーニング

自己啓発

マンスリーテスト後、学生たちによる講師評価を実施し該当講師へ通知。

学生授業満足度及び講義問題点などについてミーティングを用いて議論し、
その改善策を模索する講師研修を毎月実施。

ヘッド講師によるTOEICと IELTS 、最新の英語学習方法講義が全講師向けに実
施されより効果的な英語学習方法を共有します。

各講師は、よりプロフェッショナルな英語教育を提供するため当校は自己啓発
の場を提供しています。

各国のマネージャーも同じドミトリーに滞在。

レベルに合わせた授業構成

マンスリーテスト実施

週間管理

講師変更申請

特待生制度

24時間体制で生徒をサポートし、迅速に対応します。

苦手分野を分析した授業構成で弱点克服に努めます。

毎月末に試験が行われ結果を配布します。(TOEIC、面接、エッセイ)

毎週の出欠率と課題の達成度などを項目別に講師たちが週間報告書で管理。

生徒は担当講師と科目を希望通り変更可能。

マンスリーテスト結果上位3名と前月対比増加率2名の計5名が対象となる追加
1:1授業1か月無料特典。

Monitoring Meeting Training Developing

OKEA
TEACHER’S

4 ING

OKEA の管理
OKEA Since 2003
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Students レベル分け

BEGINNER1
(IELTS 1-2, TOEIC 0-150, OKEA SCORE C to D)

初心者向けの英語学習

ELEMENTARY2
(IELTS 2-3, TOEIC 151-300, OKEA SUBJECT SCORE C+)

簡単な文章の読み書きが理解、
基本構文の表現が出来る方

基本構文と基礎会話を利用して応
用力を身に付ける。

PRE-INTERMEDIATE3
(IELTS 3-4 , TOEIC 301-400, OKEA SUBJECT SCORE B-)

よく知る構文を使って会話が出来る方

熟語及び語彙活用法の理解を通し
た表現力の向上。

INTERMEDIATE4
(IELTS 4-5, TOEIC 401-525, OKEA SUBJECT SCORE B)

中級レベルの文法とより広い語彙を用いて容易に会話
が出来る方

読解・作文が討論式学習を通しよ
り長く、明確な表現力の強化。

UPPER-INTERMEDIATE5
(IELTS 5-6, TOEIC 526-750, OKEA SUBJECT SCORE B+ )

スムーズに会話、読み書き出来るが、
不慣れなトピックはやや困難な方

多様な表現力と語彙力で流暢な上
級実用会話を駆使。

ADVANCE6
(IELTS 6-7 TOEIC 751-900, OKEA SUBJECT SCORE A- )

柔軟な英会話が社会で出来、
明確かつ正しい文法で詳細に表現出来る方

ビジネス英語等社会全般の専門領
域に関連する内容を取り扱う授業
をアメリカンドラマというリアル
なシチュエーションを見ながら学
びます。

PROFICIENCY7
(IELTS 7-8, TOEIC 901+ , OKEA SUBJECT SCORE A to A+)

プロフェッショナルな英語レベル。読み書き会話共に
如何なるトピックでもネイティブスピーカーの様に表
現出来る方

より幅広い語彙を新聞等から学び
ことわざ等も学習。

基本的な会話練習及び基礎語彙と
英文法の熟知。

OKEA Since 2003
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英語の全科目を学ぶ基本コース

基本的なコースで自由且つ価格を抑えて学習出来るコース。

マンツーマンクラスに集中し、特別グループ授業も受けられるコース。

ネイティブスピーカーの英語にも触れられるお勧めのコース。

ネイティブスピーカーマンツーマンクラスがより多いコース。

ESL コース

1:1 クラス
4h

1:4 クラス
2h

夜間クラス
2h

1:1 クラス
5h

1:4 クラス
2h

特別クラス
1h

夜間クラス
2h

1:1 クラス
3h

1:1 ネイティブ
クラス 1h

1:4 クラス
2h

夜間クラス
2h

1:1 クラス
3h

1:1 ネイティブ
クラス 2h

1:4 クラス
2h

特別クラス
1h

夜間クラス
2h

OKEA コース

授業8ｈ

<授業8ｈ

授業10ｈ

授業10ｈ

CLASSIC PHILIPPINE

CLASSIC PHILIPPINE CORE

CLASSIC AMERICA 

CLASSIC AMERICA CORE
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PRE-TOEIC コース

OKEAテスト対策コースはTOEIC, IELTS, TOEFLを学習するコース。
私たちの担当講師達はあなたの目標達成に期間中全力でサポートします。

OKEA コース
試験対策コース

1:4 クラス 2h (文法 + 会話)

夜間クラス 2h

1:1 クラス 4h (TOEIC L/C + R/C + ESL 2h)

会話力向上、TOEIC初心者向けコース。

TOEIC特別講師によるTOEICスコア保障コース。目標スコアに期間中達成しなかった場合、
達成するまで無料で補講が受けられます。
•毎週模擬試験有り。
•毎週フィードバック有り。

GUARANTEED TOEIC コース

1:4 クラス 2h (文法 + 会話)

TOEIC グループクラス 2h (TOEIC R/C)

夜間クラス 2h

1:1 クラス 3h (TOEIC L/C + R/C + ESL 1h)
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OKEAテスト対策コースはTOEIC, IELTS, TOEFLを学習するコース。
私たちの担当講師達はあなたの目標達成に期間中全力でサポートします。

OKEA コース

IELTSを始めて学習する初心者向けコース。

基礎から試験内容向けに強化したコース。

PRE-IELTS コース

TOEFL コース

試験対策コース

1:4 コース 2h (文法 + 会話)

夜間クラス 2h

1:1 コース 4h (TOEFL スピーキング + リスニング + ライティング + リーディング)

IELTS特別講師によるIELTSスコア保障コース。目標スコアに期間中達成しなかった場合、
達成するまで無料で補講が受けられます。
• 期間中にターゲットスコア達成した場合、奨学金(10,000ペソ)が受け取れます。
• 2週間毎に模擬試験有り。  
• 毎週学習内容に関するフィードバック有り。

GUARANTEED IELTS コース

1:4 クラス 2h (IELTS リーディング/文法 + ライティング/文法)

1:4 クラス 2h (文法 + 会話)

1:8 クラス 2h (ボキャブラリーテスト + ネイティブスピーキング)

1:8 クラス 1h (単語テスト)

夜間クラス 2h

夜間クラス 2h

1:1 クラス 4h (IELTS スピーキング + リスニング + ライティング + ボキャブラリー)

1:1 クラス 4h (IELTS スピーキング + リスニング + ライティング + ボキャブラリー)
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年少、幼少向け、ジュニアキャンプが含まれます。
スペシャルコース

OKEA コース

ご家族の英語スキルを向上させます！
親子で一緒に英語学習出来るコース。

ファミリーコース

お子様

親御様
1:1 クラス 5h + 親子グループクラス 1h + 夜間クラス 2h

1:1 Class 2h + 親子グループクラス 1h
– 授業追加可能.

子供留学
バコロドの有名私立学校にて単位修得出来ます。
お子様は英語と中国語が学ぶことも可能。

ジュニアキャンプ
長期休暇中に英語を楽しみながら学べる機会です。
生徒は一日9時間集中したクラスにより英語スキルを短期間で
向上させる事が出来ます。
また、様々な現地アクティビティにも参加可能です。

1:1 クラス 4h + 1:4 クラス 2h + 1:8 クラス 1h + 夜間クラス 2h
ライティング、単語テストは夜間クラスに実施されます。
ゴルフ、ボーリング、水泳や1dayツアーも毎週行われます。

お子様は現地エリート私立中学高校に出席。
私立学校で現地生徒と中国語授業に参加。
現地の学校での授業は英語で行われる為、入学前に三ヵ月間当校のESLコースを受講いたします。
受講者は宿題のサポートと夜間クラスが受けられます。
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I have stayed in OKEA for two months. I’d like to improve my English skill, especially 
speaking skill. I had individual classes and group classes. I could study English at my 
own pace and level, and I speak English freely without being shy and worried about 
what other people think. Also I learned a lot from pronunciation class, but I didn’t study 
about English pronunciation before. Although at times I felt it’s difficult, it was fun and 
a good opportunity for me to practice pronunciation. After one month, I gradually got 
used to my life in the Philippines, but I just felt that my progress has slowed down. 
Then I just keep on studying, and when I took the monthly test, I was surprised my 
speaking score was high so I felt happy. Then, I stayed in a room for three people. My 
roommates were Korean and Vietnamese, so we communicated in English most of the 
time. But I sometimes didn’t know how to say things in English, and it was hard to speak. 
During this situation, I looked the vocabulary up and learned it by heart, and I used 
the words I learned when I talked with my friends and teachers. I went shopping with 

Hi everyone, time is so fast! It has been 3 months since I came in OKEA and today I want 
to share my thoughts with you all. You know, before coming here, nobody got my point 
when I spoke English and I could not write my thoughts in English either because my 
grammar was so bad. OKEA has changed my English capability. Now I am confident to 
communicate in English. It is still not perfect but it is a great beginning for me to get 
closer with foreign friends outside and perhaps better English could bring me a better 
job when I return to my country. With the success today, I would like to acknowledge the 
whole-hearted support from my tutors who taught me dedicatedly in speaking, listening 
and writing in English.
Thanks to my classmates who are always open and speak to me so that I have chances 
to improve. Without you, my English could not be better. And last but not least, I want 
to thank the kitchen staff who prepares food safely while I am studying here. I have a 
lot of good food every day. I have so many good memories in OKEA and in this city. And 
hopefully I’ll have a chance to visit this place again in the future.

them on weekend. The foreigners whom I met like Filipino, Korean, Vietnamese, and so on were interested in Japanese culture and 
language, so could get along with them immediately. There were a lot of places where we could travel for a day near Bacolod, so 
we could take a vacation for a change. Then, the school has Japanese managers, so I could consult anything and they helped me 
all the time. Actually, I applied only for a month’s lesson to study in OKEA, but after I came here and started to study, I considered 
whether to extend or not. When I decided to extend my stay in school, they dealt with it quickly. Two months have passed by, but I 
had valuable time to concentrate on studying English here.

I took a course called “Classic America” and stayed here for 8 weeks. The good point of 
OKEA is that I had 4 one-on-one classes, so I had a lot of time to force myself to speak in 
English. Also, I can change the subjects and tutor whenever I want. We also traveled to 
some resorts such as Boracay Island during the holidays. In addition, I could go to local 
restaurants for dinner with foreigner friends. I had good experiences here.

Messages from OKEA Students

There are two reasons I chose OKEA. The first reason is because there are relatively few 
Japanese students in this school. Actually, when I came here, there were many Korean 
students. A few Taiwanese, Vietnamese and Chinese students also came to study. I met 
many foreign friends here. Because of them, I think that my life in the Philippines became 
more enjoyable and rewarding. The second one is that Japanese agents told me OKEA is 
a good place if you want to study calmly in the countryside. After classes, I often studied 
in the cafeteria. There are few people there especially on the weekend, so I could study 
peacefully. After studying in the cafeteria, I went outside and talked with my friends 
until late. I think that the cool night breeze and the beautiful starry sky are some of the 
attractive attributes of OKEA. My commendable point for OKEA is that the teachers are 
very friendly. I talked to them casually about our class content and private issues. In my 
case, my teachers brought me to various places. They were also good experiences for me. 
If you are wavering in choosing a school now, please consider OKEA as a choice. I think 
that you can sense your personal growth through a lot of wonderful people and various 
experiences as well as proficiency in English in OKEA.

 KOYAMA
HARUKA 
(HARU)

Japanese student 

Japanese student 

Vietnamese student 

Japanese student 

Hope
Nguyen 
(Jessica)

OTANI 
MINTO 

(MINTO)

WATANABE 
AKINO
(AKI)
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School Activities

Enjoy with OKEA !

“Helping hands are better than praying lips”

孤児院
でボランティア

活動

マングロー
ブ植林活動

スクールアクティビティ
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Enjoy with OKEA !

スクールアクティビティ

OKEA
ハロウィン
パーティー

OKEA
クリスマス
パーティー

14 OK English Academy



マンブカル温泉

カンペストゥーハン

ラカワン島

その他エリア

ボラカイ島

マンブカル温泉ーマンブカル温
泉はマンブカル国際公園内にあり、
学校から一時間程で行けます。

カンペストゥーハン－バコロドで最
大規模の公園で学校から一時間程の
距離にあります。様々なアクティビテ
ィとプールがあるので一日楽しめます。

ラカワン島－透き通っ
たビーチと海があり
「小さなボラカイ」
と呼ばれ、学校から二
時間圏内にあります。

セブ島のオスロブ、シパワイ
島、ギマラス島、ドゥマゲテ
ィなど他にも多くのエリアで
キレイなビーチと大自然を感
じることも出来ます。

ボラカイ島－世界トップ３の有名なビーチでアク
ティビティやキレイな海岸を堪能出来ます。

Enjoy with OKEA !

スクールアクティビティ
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Lopue's south square, Tangub, Bacolod City, Philippines

Tel. 63-34-433-4248  Fax. 63-34-707-0653

Internet Tel. 070-8256-4248

Since 2003

www.ok-english.com


