
First English Global Collegeの 
英語+ゴルフプラン 

青い海、大きな青空のもと 

上質のマンツーマン英語レッスンと 

最短上達のゴルフマンツーマンレッスン！ 
 

 

 

平日は午前中英語の授業4時間、 
    午後からゴルフレッスン 
★ゴルフプランAまたはBの場合 
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学校とゴルフ場の場所 

First English Global Collegeはセブ空港から車で１５分。 
また、ゴルフ場と学校間の移動は約20分程という好ロケーションなので、 

移動に負担がかからないのが魅力です！ 
 

セブリゾートマクタン島は、1年間を通して温暖な気候（26℃～30℃）で、 
青い海と白いビーチを肌で感じながら、ゴルフも英語もしっかり学べる 

素晴らしい環境です！ 

成田からセブ直行便で
たったの4時間30分！ 

マクタンアイランドゴルフクラブ 

First English Global College 

セブ・マクタン国際空港 



当校のゴルフプランは全部で3つ！ 

Ｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓ 
Ｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓｓ 
Ｓｓｓ ゴルフ初心者向け 

ゴルフプランA 
ゴルフレッスンに毎日 
インストラクターが付きま

す。 

ゴルフ 
中級~上級者向け 

ゴルフプランB 
インストラクターは付きま

せん。 

週末しか時間が 
取れない人向け 

2泊3日プラン 
土日を使用して 

午前中英語レッスン 
午後からゴルフ 
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【ゴルフプランA/一日のスケジュール平日編】 

  
 ＜レッスン スケジュール平日月~金＞ 

7：00～7：50 朝食 

7：50～8：00 単語テスト 

08：00～08：50 英語レッスン1限目（マンツーマン） 

09：00～09：50 英語レッスン2限目（マンツーマン） 

10：00～10：50 英語レッスン3限目（マンツーマン） 

11：00～11：50 英語レッスン4限目（マンツーマン） 

11：50～13：00 昼食 

13：00～13：30 ゴルフ場へ移動（車で約20分） 

13：30～15：30 
ゴルフ練習（打ちっぱなし）最大2時間 

インストラクター付き 

15：30～16：00 シャワー＆休憩タイム 

16：00ごろ 学校へ移動（車で約20分） 

18：00～20：00 夕食 

夕食後は自由時間です。 

※上記スケジュールは現地の天候や状況により予告なく変更になる場合がありますので
ご了承下さいませ。 

4 



【ゴルフプランA / 1週間のスケジュール】 
総英語学習時間 およそ16時間 ＆ ゴルフ練習時間  およそ19時間 

  月 火 水 木 金 

午前 
オリエンテーション     
レベルチェック 

マンツーマン 
英語レッスン 

4時間 

マンツーマン 
英語レッスン 

4時間 

マンツーマン 
英語レッスン 

4時間 

マンツーマン 
英語レッスン 

4時間 

午後 

打ちっぱなし（2H）    
始めの1時間はインスト

ラクター付き 
 

打ちっぱなし（2H）    
始めの1時間はインスト

ラクター付き 
 

ラウンド18ホール     
インストラクター付き 

（約4H） 

打ちっぱなし（2H）    
始めの1時間はインスト

ラクター付き 
 

ラウンド18ホール     
インストラクター付き 

（約4H） 

ゴルフレッスン後は学校へ戻り夕食タイム、その後は自習又はフリータイムです 
★水曜日、金曜日のラウンド18ホールは、午後13：30スタート 所要時間およそ4時間です。 
★チェックアウトは土曜日の正午12：00 
★土曜日・日曜日のラウンドをご希望の方は、 
  ラウンド代＄335.78(インストラクター付き）が別途必要です。 
  （キャディー、カート、ゴルフセット、レンタルシューズ、送迎込み） 
  ※土日のラウンドは原則複数名、基本的に午後になります。 
★延泊代2,500ペソ(部屋指定）1500ペソ（部屋指定無し） 
★ゴルフ場の都合により、直前の時間変更・予定変更になる可能性がございます。 5 



【ゴルフプランB/一日のスケジュール平日編】 

  
 ＜レッスン スケジュール平日月~金＞ 

7：00～7：50 朝食 

7：50～8：00 単語テスト 

08：00～08：50 英語レッスン1限目（マンツーマン） 

09：00～09：50 英語レッスン2限目（マンツーマン） 

10：00～10：50 英語レッスン3限目（マンツーマン） 

11：00～11：50 英語レッスン4限目（マンツーマン） 

11：50～13：00 昼食 

13：00～13：30 ゴルフ場へ移動（車で約20分） 

13：30～15：30 ゴルフ練習（打ちっぱなし）最大2時間 

15：30～16：00 シャワー＆休憩タイム 

16：00ごろ 学校へ移動（車で約20分） 

18：00～20：00 夕食 

夕食後は自由時間です。 

※上記スケジュールは現地の天候や状況により予告なく変更になる場合がありますので
ご了承下さいませ。 

6 



【ゴルフプランB/ 1週間のスケジュール】 
総英語学習時間 およそ16時間 ＆ ゴルフ練習時間  およそ14時間 

ゴルフレッスン後は学校へ戻り夕食タイム、その後は自習又はフリータイムです 

  月 火 水 木 金 

午前 
オリエンテー 
ション      

レベルチェック 

マンツーマン 
英語レッスン 

4時間 

マンツーマン 
英語レッスン 

4時間 

マンツーマン 
英語レッスン 

4時間 

マンツーマン 
英語レッスン 

4時間 

午後 打ちっぱなし(2H）    打ちっぱなし(2H)    
ラウンド18ホール     

（約4H） 
打ちっぱなし(2H)    

ラウンド18ホール     
（約4H) 

7 

★水・金曜日のラウンド18ホールは、午後13：30スタート 所要時間およそ4時間です。 
  インストラクター付きにしたい場合は別料金＄100.93かかります。 
★チェックアウトは土曜日の正午12：00 
★土曜日・日曜日のラウンドをご希望の方は、 
  ラウンド代＄234.84(インストラクター無し）が別途必要です。 
  （キャディー、カート、ゴルフセット、レンタルシューズ、送迎込み） 
  ※土日のラウンドは原則複数名、基本的に午後になります。  
★延泊代2,500ペソ(部屋指定）1500ペソ（部屋指定無し） 
★ゴルフ場の都合により、直前の時間変更・予定変更になる可能性がございます。 
 

 



【ゴルフ2泊3日プラン スケジュール】 
★オフシーズンのみ受付 

 

  

  金 土 日 

午前 -----  
英語マンツーマンレッスン 

4コマ 
英語マンツーマンレッスン 

4コマ 

午後 セブ到着 
打ちっぱなし（１ｈ）インストラクター

付き 
ラウンド9ホールインストラクター付き 

 
打ちっぱなし（1ｈ）インストラクター付

き 
ラウンド9ホールインストラクター付き 

 
レッスン後、帰国 

 

・金曜日チェックイン、日曜日チェックアウト 
・土曜日のゴルフレッスン後は学校へ戻り夕食タイム、その後は自習又はフリータイムです。 

★ラウンド9ホールは午後3：00スタート、ゴルフ講師付き、 
 所要時間はおよそ2時間です。  
 （キャディー、カート、ゴルフセット、レンタルシューズ、 送迎込み） 
★フライトはご自身または各代理店様にてご用意ください 
★日曜日はレッスン後スクールカーにて空港までセンディング 
  いたします。（他の生徒様のスケジュールによりご希望の時間にご使用になれない場合も   
  ございます。スクールカーサービスをご利用にならなくても、無料サービスであるため返金  
  などはございません。） 
★ゴルフ場の都合により、直前の時間変更・予定変更になる可能性がございます。 
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 ゴルフプランA 1名様    ゴルフプランB 1名様 

入学金 $150.00    入学金 $150.00  

授業料（4コマMtoM) $200.00    授業料（4コマMtoM) $200.00  

1人部屋 $470.00    1人部屋 $470.00  

Golf A $839.44   Golf B $587.10 

合計 $1659.44   合計 $1407.10 

★1人部屋ご利用の場合 

＜英語+ゴルフ留学 1週間コース代金＞ 

          ＜現地で支払うその他の費用＞      目安1ペソ＝2.2円 

SSP6,500ペソ（フィリピンで勉強をする際に必要な申請です）  
寮デポジット1,000ペソ（退寮時にお部屋に問題がなければ返金されます） 
教材費1,000ペソ（4週間ごとに1,000ペソです）  
電気代500ペソ（30kwを超過すると1kwあたり15ペソの超過代が発生します） 

9 ※滞在が5週間以上の方はVISA延長料が、60日以上の方はACRIカード申請料が必要です。 

Golf A プラン＆Golf Bプラン ：チェックイン日曜日・チェックアウト土曜日正午   

（その他のお部屋のタイプでの料金はお問い合わせください。） 



＜英語+ゴルフ留学 2泊3日プログラム代金＞ 

         ＜上記に含まれるもの＞ 
・土・日×4コマ 英語マンツーマンレッスン 
・食事3食付き （土日：3食） 
・ピックアップ＆空港までの送り付き 
・入学金/電気代/教科書代 すべて込み 
・打ちっぱなし（１ｈ）+ GOLFラウンド9ホールインストラクター付き 
・お部屋は空きのあるお部屋になります。 
 お部屋指定がある場合は内部寮1泊につき＄40追加 
 内部寮スイートルーム指定は一泊追加代金＄80となります。 
  (提携ホテル指定は１泊につき＄60)                                       2019年5月17日現在 

 （例 内部寮1人部屋指定で2泊追加分 ＄40×2泊＝＄80）    10 

授業料（英語マンツーマンレッスン 
        4コマ×2日＝8コマ） 
+宿泊費（部屋指定なし 2泊分） 

$455 

GOLFラウンド9ホール 
インストラクター付き×2日間 

$659.10 

合計 $1114.1 



【ゴルフ場のご案内① DRIVING RANGE：打ちっぱなし】 

Driving Range:喫煙エリアと禁煙エリアに分かれています。 

T boy& T girl : 打ちっぱなしエリアで雑用などサポートしてくれるスタッフがいます。 
11 （ティーボーイ＆ティーガール） 

T - girl 
（ティーガール）です。 



＜ゴルフコース：18ホール＞ <クラブハウス> 

<クラブハウス:メニュー例> 
＜更衣室＆シャワールーム＞ 12 

【ゴルフ場のご案内② ゴルフコース・レストラン・シャワールーム】 



【ゴルフ場のご案内③ ゴルフ用品SHOP・カート乗り場】 

セブは日差しが強いので 
帽子や日焼け止めは 
必須アイテムです！ 
 
SHOPでは、ゴルフシューズや 
グローブなども販売して 
います。 
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ゴルフ用品SHOP 

カート乗り場 



【First English Global College寮のお部屋ご案内①  
                           内部寮1人部屋＆2人部屋】 

ウェルカムセットの内容 
①ウォーターボトル 
②コップ 
③シャンプー（一日分） 
④コンディショナー（一日分） 
⑤石鹸(一日分） 
⑥ノート 
⑦単語帳 

内部寮の1人部屋と2人部屋です。 
1人部屋も2人部屋も同じ設備、広さとなっております。 
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【First English Global College寮のお部屋ご案内②  
                           内部寮3人部屋＆5人部屋】 

ウェルカムセットは内部寮1人～5人部屋のどのお部屋
に滞在されてもプレゼントいたします。 

上の写真 内部寮3人部屋 
下の写真 内部寮5人部屋 
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【First English Global College寮のお部屋ご案内③  
                                   内部寮スイートルーム】 

スイートルーム（内部寮） 
通常3名部屋にしているお部屋をお一人様で快適に広く 
使用していただけます。 
スィートルームでは、毎日のお掃除サービスと 
お洗濯＆タオル交換サービスがあります！  
ウエルカムフルーツ（初日）や 
ドリンク（各1本）もサービス！ 

スペシャルウェルカムセットもご用意！ 
・シャンプー＆リンス 
・ボディソープ 
・歯ブラシ＆歯磨き粉 
・ミネラルウォーター 
・バスタオル＆ハンドタオル 
・学習ノート 
・単語ノート 
・オリエンテーション用ファイル 
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【First English Global College寮のお部屋ご案内④  提携ホテル】 
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＜お部屋の設備＞ 
・エアコン 
・シングルベッド 
・ミニ冷蔵庫 
・ホットシャワー 
・トイレ 

★移動距離 First English Global Collegeから車で5分ほど。 
朝食タイムにスクールカーのお迎えがあります。 



ゴルフプランについて詳しくは 
当校までお問い合わせください。 
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