
CLARK INSTITUTE OF THE PHILIPPINES

CIPオンラインアカデミー

フィリピン!イギリス"アメリカ#のコンビネーションで
効率良く自然な英語力を身につけよう！



CIPオンラインアカデミーの概要

コロナウイルスの感染拡大により、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年という長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日の英語レッスンを全てオンラインで行い、現地のオフライン授業と同等の内容がオンラインでそのまま受講できるようになりました。

ご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、スピーキングを主体に英語ス
キルを伸ばすことが可能です。

13年以上の学校運営、英語教育のノウハウを活かし、オンラインクラスでもしっかりとしたカリキュラムを作成、講師のトレーニングを通じてより満足度の
高い教育を提供することに努めています。

英語留学を諦めかけていた方やもっと英語力を身に付けたい方は当校のオンラインアカデミーで本格的な授業を受講しませんか？

オンラインアカデミー開講時間

国籍別 TIMEZONE
日本、韓国 09:30AM to 11:40PM

台湾、中国 08:30AM to 10:40PM

ベトナム、タイ 07:30AM to 9:40PM

オンライン講師陣のトレーニングなど

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カ月以上

CIPオンラインの主な特徴

講師の国籍：アメリカ人、イギリス人、フィリピン人

学生の国籍：多国籍

イギリス人アカデミックヘッドによるカリキュラム監修

オフラインでも活躍した優秀な講師陣が担当



英語レベル表

CIP Level CEFR Level Description IELTS Score TOEIC Score TOEFL IBTScore

11 C2 Proficiency 8.5-9 118-120

10 C1 Advanced 7-8 945-990 110-117

9 B2+
Upper Intermediate 5.5-6.5 785-940 87-109

8 B2

7 B1+
Intermediate 4-5 550-780 57-86

6 B1

5 A2+ Pre-Intermediate 3-3.5
225-545 32-56

4 A2 High Elementary 2-2.5

3 A1+ Low Elementary 1.5-2
120-220 19-31

2 A1
Beginner

1

1 PA



•General English（ジェネラルイングリッシュ）

ジェネラルイングリッシュコース (一般英語コース)
では、日常生活や学校生活などに関する幅広い
分野の英語知識（スピーキング、リスニング、ライ
ティング、リーディング、グラマー、ボキャブラリー）
を学ぶことを目的とし、英語に関する全ての能力を
伸ばしたい方に最適です。

年齢 高校１年生以上

最低レベル Pre-A1

入校条件 事前オンラインレベルテストの受験

プログレステスト 選択可能

受講開始日 クラスセッション形式-申し込み翌日
留学コンビネーション形式-毎週月曜日

証明書 リクエスト可能

コース期間 クラスセッション形式-8コマ/４週
留学コンビネーション形式-１週間~

授業 マンツーマンとグループクラス

英語コース概要

• Power Speaking（パワースピーキング）

パワースピーキングコースはスピーキングに特化
したクラスを編成していて、日常生活や海外旅行の
際に必要な英会話力を集中的に伸ばしたい方に最

適なコースとなります。場面に応じて使える相応し
い英単語やシチュエーションを想定してのタスクを
通じて英会話力を伸ばしていきます。

年齢 高校１年生以上

最低レベル A1

入校条件 事前オンラインレベルテストの受験

プログレステスト -

受講開始日 クラスセッション形式-申し込み翌日
留学コンビネーション形式-毎週月曜日

証明書 リクエスト可能

コース期間 クラスセッション形式-8コマ/４週
留学コンビネーション形式-１週間~

授業 マンツーマン



• IELTS (アイエルツ)

IELTS公式試験対策の専門集中コースです。
主にスピーキング、リスニング、リーディング、ラ
イティングで使えるテクニックを強化していきます。

スコアをアップさせるために重要な単語力を伸ば
しつつ、文法訂正も行いながらターゲットスコアを
達成させます。

• TOEIC

TOEIC公式試験対策の専門集中コースです。
複雑な問題を出題されるIELTSやTOEFLと異なり、
TOEICテストでは限られた時間の中で多くの設問
に答えていかなければなりません。
問題形式に慣れるかが重要となってきます。

過去の問題を繰り返し解くことで、設問ごとの特
徴を把握し、目標スコアに繋げることができます。

年齢 高校１年生以上

最低レベル A2

入校条件 プレイスメントテスト/トライアルクラス

プログレステスト 選択可能

受講開始日 クラスセッション形式-申し込み翌日
留学コンビネーション形式-毎週月曜日

証明書 リクエスト可能

コース期間 クラスセッション形式-8コマ/４週
留学コンビネーション形式-１週間~

授業 マンツーマンとグループクラス

年齢 高校１年生以上

最低レベル A2+

入校条件 事前オンラインレベルテストの受験

プログレステスト 選択可能

受講開始日 クラスセッション形式-申し込み翌日
留学コンビネーション形式-毎週月曜日

証明書 リクエスト可能

コース期間 クラスセッション形式-8コマ/４週
留学コンビネーション形式-１週間~

授業 マンツーマンとグループクラス

*TOEFLコースも開講中！



• Young Learners English（ヤングラーナー）

６〜１５歳(小学１年生〜中学３年生)までのキッズ・
ジュニア専門の英語コースです。

スピーキングを中心にリーディングやリスニングなどの
分野も学習し、子供英会話よりもしっかり目の授業を行
い、英語をしかっり定着させていきます。
英語初心者のお子さんでも英語学習が可能です。

コンビネーション形式を選択された場合はグループクラ
スがマンツーマンへと変更となります。
料金はお問い合わせください。

• Business English（ビジネス）

ビジネスシーンで必要になる専門的な単語やビ
ジネス英語を学ぶことができます。
（会議、電話対応、プレゼンテーションなど）

海外出張や英語での仕事対応など、ビジネスで
英語を使う機会のある方に最適なコースとなり
ます。

年齢 １８歳以上

最低レベル A2

入校条件 事前オンラインレベルテストの受験

プログレステスト 選択可能

受講開始日 クラスセッション形式-申し込み翌日
留学コンビネーション形式-毎週月曜日

証明書 リクエスト可能

コース期間 クラスセッション形式-8コマ/４週
留学コンビネーション形式-１週間~

授業 マンツーマンとグループクラス

年齢 小学１年生~中学３年生

最低レベル Pre-A1

入校条件 事前オンラインレベルテストの受験

プログレステスト 選択可能

受講開始日 クラスセッション形式-申し込み翌日
留学コンビネーション形式-毎週月曜日

証明書 リクエスト可能

コース期間 クラスセッション形式-8コマ/４週
留学コンビネーション形式-１週間~

授業 マンツーマンのみ



マンツーマンクラス

クラス時間 開講時間 講師 セッション数 料金 (アメリカドル)

25分間 午前9:30~午後11:30

フィリピン人

8セッション / 4週間 $48.00

12 セッション / 4週間 $72.00

20セッション / 4週間 $120.00

イギリス人
または
アメリカ人

8セッション / 4週間 $96.00

12 セッション / 4週間 $144.00

20セッション / 4週間 $240.00

45分間 午前9:30 ~午後11:40

フィリピン人

8セッション / 4週間 $86.40

12 セッション / 4週間 $129.60

20セッション / 4週間 $216.00

イギリス人
または
アメリカ人

8セッション / 4週間 $172.80

12 セッション / 4週間 $259.20

20セッション / 4週間 $432.00

50分間 午前9:30 ~午後11:30

フィリピン人

8セッション / 4週間 $96.00

12 セッション / 4週間 $144.00

20セッション / 4週間 $240.00

イギリス人
または
アメリカ人

8セッション / 4週間 $192.00

12 セッション / 4週間 $288.00

20セッション / 4週間 $480.00

グループクラス

クラス時間 開講時間 講師 セッション数 料金 (アメリカドル)

40分間
午前8:30 ~午後10:40

フィリピン人 20セッション / 4週間 $86.40

イギリス人
または
アメリカ人

20セッション / 4週間 $172.80

•グループクラスは毎週月曜日に開始

セッションクラス形式

お勧め

お勧め

欠席の連絡 (授業開始２時間前)： https://online.cipenglish.com/absences-report/

https://online.cipenglish.com/absences-report/


留学コンビネーション形式

コンビネーション名 クラスタイプ 授業数 料金

コンビネーション A

イギリス人かアメリカ人マンツーマン 0

$470.00
フィリピン人 マンツーマン 2

イギリス人かアメリカ人グループ 0

フィリピン人 グループ 1

コンビネーションB

イギリス人かアメリカ人マンツーマン 0

$540.00
フィリピン人 マンツーマン 2

イギリス人かアメリカ人グループ 1

フィリピン人 グループ 0

コンビネーションC

イギリス人かアメリカ人マンツーマン 1

$660.00
フィリピン人 マンツーマン 1

イギリス人かアメリカ人グループ 0

フィリピン人 グループ 1

コンビネーションD

イギリス人かアメリカ人マンツーマン 1

$740.00
フィリピン人 マンツーマン 1

イギリス人かアメリカ人グループ 1

フィリピン人 グループ 0

コンビネーションE

イギリス人かアメリカ人マンツーマン 2

$860.00
フィリピン人 マンツーマン 0

イギリス人かアメリカ人グループ 0

フィリピン人 グループ 1

コンビネーションF

イギリス人かアメリカ人マンツーマン 0

$990.00
フィリピン人 マンツーマン 4

イギリス人かアメリカ人グループ 1

フィリピン人 グループ 1

•コンビネーションプログラムは毎週月曜日から開始

•コンビネーションを決めて頂き、コースを以下から
お選びください。

ジェネラルイングリッシュ

パワースピーキング

IELTS/TOEIC
ビジネス英語

ヤングラーナー (小学１年生〜中学３年生)
TOEFL (要確認)

•コンビネーションFはビジネスコースに対応してお
りません。

•ヤングラーナーコースとTOEFLコースをご希望の
方はグループクラスがマンツーマンクラス（ネイティ

ブまたはフィリピン人）に変更となります。費用は異
なりますのでお問い合わせください。

•マンツーマンクラス：４５分間 グループクラス :40分間

•グループクラス科目

ネイティブ–ジェネラルスピーキング、IELTSスピーキング
フィリピン–ジェネラルスキル、IELTSリスニング
*IELTS科目はIELTSコース専用
*TOEICコースはジェネラルスピーキング/スキルに参加



クラス形式やコースの選び方

セッションクラス形式 留学コンビネーション形式クラス形式を選択

「４週間に〇〇コマだけ」など、一般オンライン英会話スタイル 平日毎日複数コマのレッスン！本格オンライン英語留学！

クラス形式を選んだらコースを選びましょう！

日常英会話に興味がある方
英語力を総合的にアップさせたい方

スピーキングに特化した授業を受けたい方

試験対策でスコアアップを実現したい方

ビジネスシーンで使える英語を学びたい方

お子様に英語を学ばせたい方

ジェネラルイングリッシュコース

TOEIC/IELTS/TOEFLコース

パワースピーキングコース

ビジネス英会話コース

ヤングラーナーコース

*どの英語コースを選んでいただいても料金はクラス数で決まります。

留学コンビネーション：
平日毎日複数コマのレッスンを繰り返し行い、本格的なオンライン英語留学として英語力をしっかりと伸ばした
い人にお勧めです。セッションクラス形式でたくさん授業を取るよりも費用面で優遇されています。



お申し込みからレッスン開始まで

セッションクラス形式 留学コンビネーション形式

クラス形式を選択

「４週間に〇〇コマだけ」など、一般オンライン英会話スタイル 平日毎日複数コマのレッスン！本格オンライン英語留学！

①授業数を選択

(例) 25分レッスン x 12セッション

②コースを選択
(例) ジェネラルイングリッシュコース

③授業曜日と時間のリクエスト
(例) 毎週月・水・金 19時以降を希望

④コース開始日を選択
(例) ４月１日〜

⑤お支払いとクラス情報の確定

(例) 支払いの後に確定した時間割とクラスログイン情報を
受領

⑥コース開始
ZOOMにログインし、指定のIDとパスワードを入力して授業
に参加

①コンビネーションA~Fの中から選択 (1日のクラスのコマ数)
(例) コンビネーションF

②コースを選択
(例) TOEICコース

③授業時間のリクエスト (午前9:30 ~午後11:40)
(例) 午前９時３０分~夕方１７時までの間

④コース開始日を選択 (毎週月曜日のみ)
(例) ３月３０日 (月)〜

⑤事前オンラインテストの受験

(例) コース開始前の水曜日までに受験
*期限内に未受験であれば翌週火曜日よりスタート

⑥お支払いとクラス情報の確定
(例) 支払いの後に確定した時間割とクラスログイン情報を受領

⑦コース開始
ZOOMにログインし、指定のIDとパスワードを入力して授業に参加

お申し込みやお問い合わせは
CIPLINE公式アカウントへ
お問い合わせください。



学習ツールとプラットフォーム

Zoom Client Meeting

CIPオンラインクラスは ZOOMアプリで行います。
(授業中Zoomでのトラブルがあった場合Skypeでの対応
となります）*パソコンでの受講をお願いします。

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。課題（宿題）やＰＤＦなどのデータもウェブ上でやりとりする場
合がございます。

Tools and Support

- CIPオンラインではインターネット環境をチェックするツー
ルを提供しています。トラブルシューティングのやり方もこ
ちらで確認することができます。
https://online.cipenglish.com/tools-and-support/

https://online.cipenglish.com/tools-and-support/


受講規則

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。

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。

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、日本人スタッへ
LINEでご相談ください。
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。



FAQ
授業はどのソフトウェアで行われますか？

CIPオンラインではZoomアプリを使用しています。

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。

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
多々あり、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留学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。

授業時間の変更は可能ですか？

セッションクラス形式のみ可能です。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。

グループクラス / コンビネーション形式 - 講師変更のリクエストは火曜午前８時～木曜午後1時40
分までとなります。金曜日に変更したスケジュールが更新され、翌週の月曜日から新しいスケジュールが
開始となります。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。
当日や週内の変更及び開始はできません。

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。

トラブル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。尚、CIP側でのインターネットや電気関係のトラ
ブルが起きた場合、直ちに生徒へ連絡をします。授業提供が困難だと判断した場合、そ
の日のクラスは補講対象とさせて頂きます。

授業は録画されますか？

オンラインクラスはZoomアプリにより録画可能です。学校は録画により授業や講
師の質を確認しています。学生側は講師にZoom上でアクセス許可ももらうと録画
可能です。

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ファイルを共有します。学生は購入する必要はあ
りません。

コース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お願いします。お問い合わせは日本人スタッフまでお願いい
たします。link: https://sites.google.com/view/ciponlineacademy-studentportal/home

講師は変更可能ですか？

セッションクラス形式 –講師の変更はいつでも可能です。スケジュール管理者が講師のス
ケジュールを確認した後、生徒にスケジュール変更の連絡がきます。もしも可能な

場合、次回のクラスから変更が反映されます。

グループクラス /コンビネーション形式 –講師変更のリクエストは火曜午前８時～木曜
午後1時40分までとなります。金曜日に変更したスケジュールが更新され、翌週の月曜日か
ら新しいスケジュールが開始となります。スケジュール変更をご希望の場合には日本人ス
タッフまでLINEでお問合せ下さい。

授業の補講：
セッションクラス形式の場合は授業開始２時間前までに連絡をいただければ別日や別時間に補講をご案内可能です。
留学コンビネーション形式の場合は学生様都合による欠席は補講対象になりません。
授業時間や講師変更は毎週水曜日に行なっており、翌週に反映されます。



キャンセル/返金規定

キャンセルのタイミング キャンセル費用と返金

コース開始前

コース開始３１日前 全額返金

コース開始８日から３０日前 学費２０％がキャンセル費用

コース開始２日から７日前 学費３０％がキャンセル費用

コース開始前日 学費５０％がキャンセル費用

コース開始後
（初日以降）

コース期間の４９％が経過 残りの残存期間の学費５０％がキャンセル費用

コース期間の５０％が経過 返金不可

コース変更

コース変更をご希望された場合は、
翌週より新しいコースが開始いたします。

コース変更に伴う返金不可
（差額分をコース延長分に充当することは可能）



お問合せ（日本語可能）日本時間９時〜１８時

cipenglish@gmail.com

live:cipenglish

無料体験レッスン受付中！

メール、スカイプ、LINEで
日本人スタッフまで

お問い合わせくださいませ。

希望日程をお伺いした後に

無料体験レッスンをご案内いたします。

LINEで簡単にお問い合わせ！

mailto:cipenglish@gmail.com

