
オンライン留学
オンライン語学学校「 CURIOUS WORLD ACADEMY」
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■オンライン国際交流
-CWA(みんなの英会話)

-日本人講師(外国人レッスンもあり)

-COIL式学習可能

-ストリーミング形式

■オンライン留学(語学学校)
-CURIOUS WORLD ACADEMY

-フィリピン人講師によるレッスン

-1レッスンは50分

-固定の時間帯

-国際交流も可能

会社概要

■オンライン英会話
-CURIOUS WORLD

-5か国の講師とレッスン可能

-1レッスンは25分

-予約システムを活用
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■セブ島での学校経営
-CWA×CBEA(共同経営)

-オンライン留学と同じ講師

-現地スタディツアー

-英語学習×現地体験

「業界唯一」英会話×国際交流×現地留学が実施可能
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私たちのオンライン留学とは？

■フィリピン留学とは？
1日にマンツーマン授業を4時間～6時間程行い「英語漬け」の生活を送る事。

圧倒的な「スピーキング量」を確保する事で近年人気となっている。

特に英会話心者の生徒様に利用されることが多く

★英語に慣れたい ★海外大学に進学する為のステップアップ

しかし「治安」や「衛生」等の不安も多い・・・ 3

フィリピン式スパルタ留学をオンライン上で提供

発言機会

5分

他の生徒

25分

講師

20分

休憩

10分

発言機会

30分講師

20分

休憩

10分

欧米留学の場合 フィリピン留学の場合
授業中の発言時間を比較

新しい留学スタイル
「2ヵ国留学」も人気



そこでオンライン留学の出番です！

オンライン英会話では無く「語学学校」です。 4

オンライン留学でフィリピン留学を気軽に体験！

■オンラインでフィリピンの留学体験！
1日4時間のマンツーマン授業を確保&「治安」や「衛生面」の心配無し。

初心者～中級者向けに特化しているので講師はゆっくり&分かり易く発音。

■安心の講師配属「バディ制度」
1日4時間の授業を担任の講師(2人)が指導。(２H×２人)

担任の講師が責任を持って指導やレッスン進捗を管理。

※担任の講師は変更可能。

■スケジュールは基本的に「固定」
スケジュールを一人一人作成。(予約システムは使用しない)



オンライン英会話との違い

■レッスン
マンツーマン形式でのレッスン。

1レッスンは25分。

■講師について
講師は生徒様が選択。

レッスン進捗は基本的に自分で管理。

■スケジュール
予約システムを使用。

あくまでも「語学学校」としての立ち位置。
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オンライン英会話

■レッスン
マンツーマン形式でのレッスン。

1レッスンは50分。(休憩10分)

■講師について
コースブック&バディ制度。

コーチングスタッフによるサポート。

■スケジュール
固定(予約システムの使用なし)

オンライン語学学校

≠



■CEFR準拠の教材で統一(Common European Framework of Reference)

・国際基準の教材を使用。

・教材のバラつきが無い。

・教材の質の担保。

・生徒のレベル＝教材。

・IELTS等の試験対策も可能。

教材について①

世界で最も人気でスタンダードな教材を活用。
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■メイン教材はCambridge・Oxford・Macmillanで統一



【教材について②】一般英語・ビジネス

英語レベルや目的に合わせて様々な教材を準備
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小中学生向け教材の例 高校生～大学生向け教材の例

社会人向け教材の例 ビジネス教材の例



【教材について③】試験対策

世界で最もスタンダードな教材を使用
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IELTS試験対策教材の例

TOEFL試験対策教材の例 TOEIC試験対策教材の例



【教材事例① 】学生向け(留学準備)
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■自己紹介や学校生活で使う用語

留学準備以外も多数の教材を揃えております。
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【教材事例②】試験対策
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生徒様を飽きさせない様々な工夫を行っております。11

■動画や音声も活用

【教材事例③】動画も活用



受講前にご用意いただくもの

■デバイス

パソコン(インカメラ付き) ※宿題等が出るのでパソコンを推奨。

タブレット、スマートフォン

■ソフトウェア

Skype

※事前ダウンロード。

■その他

筆記用具
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コースとサポート体制

「本気」の生徒様をサポートする為の学校です
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■コース(同じ価格)
１．午前中、午後、夜間の4時間。

２．夜間①と②、2時間から1つを選択。

一般英語、試験対策、ビジネス、親子留学等

全てのコースに対応。

■サポート体制
講師・生徒・弊社でグループチャット作成。

■対象
将来的に海外の大学へ進学を考えている。

近々IELTS等の試験の受験を控えている。

8:00~8:50

午前中
コース

9:00~9:50

10:00~10:50

11:00~11:50

休憩

13:00~13:50

午後
コース

14:00~14:50

15:00~15:50

16:00~16:50

休憩

19:00~19:50 夜間
コース①20:00~20:50

21:00~21:50 夜間
コース②22:00~22:50



大まかなレッスンスケジュール

生徒様や学校の要望によって柔軟に対応可能
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スケジュール例(あくまでも参考例です)

午前コースの場合 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

8:00~8:50 一般英語 講師A 一般英語 講師A 一般英語 講師A 一般英語 講師A 一般英語 講師A

9:00~9:50 一般英語 講師A 一般英語 講師A 一般英語 講師A 一般英語 講師A 一般英語 講師A

10:00~10:50 医療英語 講師B 医療英語 講師B 医療英語 講師B 医療英語 講師B 医療英語 講師B

11:00~11:50 医療英語 講師B 医療英語 講師B 医療英語 講師B 医療英語 講師B 医療英語 講師B

午後コースの場合 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

13:00~13:50 一般英語 講師A 一般英語 講師A 一般英語 講師A 一般英語 講師A 一般英語 講師A

14:00~14:50 一般英語 講師A 一般英語 講師A 一般英語 講師A 一般英語 講師A 一般英語 講師A

15:00~15:50 医療英語 講師B 医療英語 講師B 医療英語 講師B 医療英語 講師B 医療英語 講師B

16:00~16:50 医療英語 講師B 医療英語 講師B 医療英語 講師B 医療英語 講師B 医療英語 講師B



個別カウンセリングサポート

野澤治子(アカデミックマネージャー)
■CWAの英語学習を統括

・アカデミーの使用教材を一括管理

・スケジュールプラン&コーチングを担当。

■英語学習を徹底サポート
・TESOL取得済。

・英語学習塾の運営経験を最大活用。

■教材選定も徹底サポートします
・目標に合わせた教材選びをします。

・学習方法までサポートします。

長い目線で見た徹底サポートを約束します。
15



プレイスメントテストについて

■Oxford Online Placement Test (約30分)
★弊社負担で無料受講

・自分のスコアをCEFRのレベルと対応

・文法や語彙を確認。

・相手の発言内容をどれ位理解できたか。

・子供向けのテストも完備。

・最終的なスコアを鑑みてコーチングスタッフが判断

4週間毎に行い生徒様は自身の成長を確認。
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生徒様の実績①
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生徒様実績① 総合得点 語彙・読解能力 聞き取り能力

生徒様情報 受講日時 総合得点 CEFR判定 総合得点 CEFR判定 総合得点 CEFR判定

20代女性
(社会人)

2020年5月12日 38 A2 43 B1 33 A2

2020年6月18日 34 A2 32 A2 35 A2

2020年7月17日 48 B1 51 B1 46 B1

2カ月でCEFR判定がA2→B1へ伸長しました！

生徒様実績② 総合得点 語彙・読解能力 聞き取り能力

生徒様情報 受講日時 総合得点 CEFR判定 総合得点 CEFR判定 総合得点 CEFR判定

10代女性
(高校生)

2020年6月11日 19 A1 20 A2 18 A1

2020年7月7日 38 A2 41 B1 34 A2

1カ月で総合得点が2倍に伸長！CEFR判定もA1→A2に伸長！

生徒様実績③ 総合得点 語彙・読解能力 聞き取り能力

生徒様情報 受講日時 総合得点 CEFR判定 総合得点 CEFR判定 総合得点 CEFR判定

30代男性
(社会人)

2020年7月1日 54 B1 36 A2 72 B2

2020年8月3日 60 B2 56 B1 65 B2

1カ月でCEFR判定がB2に伸長！会議で発言が出来る様になりました。



■一般英語、試験対策
IELTS,TOEIC,TOEFL等の試験対策。留学前の基礎固め、英語力向上の為に利用。
■ビジネス英語
英語を使ったプレゼンテーション練習や資料の製作、ミーティングの練習、面接対策
として活用。実践的なビジネス英語だけではなくTOEIC対策にも役立ちます。

生徒様の実績②
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生徒様実績④ 総合得点 語彙・読解能力 聞き取り能力

生徒様情報 受講日時 総合得点 CEFR判定 総合得点 CEFR判定 総合得点 CEFR判定

20代女性
(社会人)

2020年5月18日 無し 無し 57 B1 無し 無し

2020年6月25日 33 A2 47 B1 18 A1

2020年7月23日 44 B1 49 B1 38 A2

2020年8月13日 55 B1 67 B2 43 B1

4カ月でCEFR判定がB1まで伸長！特に聞き取り能力は2倍以上に伸長！

生徒様実績⑤ 総合得点 語彙・読解能力 聞き取り能力

生徒様情報 受講日時 総合得点 CEFR判定 総合得点 CEFR判定 総合得点 CEFR判定

10代女性
(大学生)

2020年5月10日 80 C1 82 C1 77 B2

2020年6月9日 77 B2 71 B2 84 C1

2020年7月7日 88 C1 91 C1 85 C1

2カ月で総合得点が80→88へ伸長しました！！



全コースに教材費として入学金2万円(税込)を頂きます。

価格表(税込表示)
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一般英語(ESL)コース 試験対策・親子留学・ビジネスコース
留学期間

(週)
1日4時間コース

(午前４時間・午後４時間・夜間４時間)
夜間2時間コース

留学期間
(週)

1日4時間コース
(午前４時間・午後４時間・夜間４時間)

夜間2時間コース

1 ¥25,000 ¥15,000 1 ¥30,000 ¥20,000 

2 ¥45,000 ¥30,000 2 ¥55,000 ¥40,000 

3 ¥65,000 ¥45,000 3 ¥80,000 ¥60,000 

4 ¥80,000 ¥60,000 4 ¥100,000 ¥70,000 

5 ¥100,000 ¥65,000 5 ¥125,000 ¥80,000 

6 ¥120,000 ¥80,000 6 ¥150,000 ¥95,000 

7 ¥140,000 ¥95,000 7 ¥175,000 ¥110,000 

8 ¥160,000 ¥120,000 8 ¥200,000 ¥140,000 

12 ¥240,000 ¥180,000 12 ¥300,000 ¥210,000 

16 ¥320,000 ¥240,000 16 ¥400,000 ¥280,000 

20 ¥400,000 ¥300,000 20 ¥500,000 ¥350,000 

24 ¥480,000 ¥360,000 24 ¥600,000 ¥420,000 

年末年始休暇・春休み・夏休み等の短期英語研修として活用
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大まかな留学の流れ
⓪お申し込み(お支払い)

エージェントと留学期間を打ち合わせ頂きます。

・留学確定後(費用入金後)、グーグルフォームに情報を入力。※事前にスカイプのダウンロード。

・お申し込み表に沿って弊社よりスカイプ経由で生徒様に連絡します。(プレイスメントテストを紹介)

①日本人カウンセラーと事前打ち合わせ
フォームのスカイプ名をアカデミーのカウンセラーが検索し、プレイスメントテストを紹介。

プレイスメントテスト後、結果を鑑みてSkypeを使ってカウンセリングを行います。（目標共有&教材確定）

②担任講師との事前打ち合わせ

Skypeのグループチャットを担任の講師と作成。時間帯、レッスン内容、使用教材等の共有。

③オンライン留学の開始

決まった日時でレッスンを実施。宿題や事前の予習課題が出されることがあります。

④オンライン留学の終了

留学が無事に終了しましたら、卒業証書をプレゼント。

留学前から留学後まで万全サポート＆安心の講師 20



Q＆A
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Q.レッスンはどのソフトウェアを使用？

A.Skypeを利用予定です。
基本的にはSkypeを利用します。
バックアップとしてZOOMも準備します。

Q.レッスン時間や科目の変更は可能？

A.可能です。
ただし、講師の空き状況によります。

Q.レッスンはキャンセル(又は変更)可能？

A.基本的には不可です。
基本的には不可ですが、講師にチャット
を通して相談する事が出来ます。

Q.何か問題や不安がある際の連絡先は？

A.本部LINEやSkypeにて受け付けます。

Q.講師の変更はできますか？

A.可能です。
基本的には入会前の体験レッスン時にできます。

Q.講師が退職した場合どうすれば良い？

A.事前にお伝えします。
講師が退職する場合は事前にお伝えさせて頂き
ます。別の講師も手配させて頂きます。



返金等のポリシーについて①

レッスン開始前(クーリング・オフ)
グーグルフォームによる約款を受領した日より、8日間が経過するまで
は「書面により」クーリン グ・オフが可能です。

中途解約 (約款受領日より9日目以降)
当社は「受領済みの入会金と授業料の合計金額」から、下記費用(いわ
ゆる解約金)を差し引いた金額を返金します。

①消化済み受講料

②契約残額の20%(但し、5万円を上限とする)

消化済み受講料の計算は(＠25000円×受講週数)とします。

1日でもその週の受講があれば消化週とします。
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返金等のポリシーについて(未清算)

【例】4週間申込の場合(初回レッスン開始日から2週目で解約依頼した場合)

■授業料

授業料80,000円 ＋入学金20,000円＝総授業料100,000円

■消費済授業料

@25,000×2週=50,000円

■解約金計算

(総授業料100,000-(@25,000×2週))☓20%=10,000円

→10,000円が解約金となります。(上限は50,000円)

■生徒様への返金額計算

総授業料100,000-(消費済授業料50,000+解約金10,000)=40,000円

■生徒様への返金額は40,000円となります。
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【学習カウンセリング】

困った時のお問い合わせはこちらまで

お問い合わせ【英会話カスタマーサポート】

E-mail                 ：info@curious-world.net

Skypeコール ：live:hothomerunkido 受付時間：9:00-22:00）

【公式】LINE＠ ： @uwz5079u

電話番号 ：080-3643-1564

代表LINE              ：info1103
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