
Enderun Colleges
（エンデランカレッジ語学研修センター）



グローバル社会で求めら
ァシオ・グローバル と

①大学付属語学研修センター
エンデラン カレッジ 語学研修センター 大学によって運営されており、
質 高い授業を提供することができます。

②大学提携先インターンシップ
エンデランカレッジ 学部生が利用する
インターンシップ先で 海外インターンシップ研修 参加できます。

③大学学部・高校進学も可能
語学研修を終えて、エンデランカレッジ・エンデラン カレッジ付属高校へ 進学も可能です。

エンデランカレッジだからこそできる留学



ァシオ・グローバル とENDERUN COLLEGES （エンデラン カレッジ）と ・・・

エンデランカレッジ 2005年に創立されたカレッジで、国際的にも高水準な教育体制を誇る四
年制大学です。

◆International Hospitality management

◆Business Administration　

◆Entrepreneurship　

◆Economics

特に観光・ホテル業 経営学 分野に力を入れ、就職に強いカリキュラムを誇っています。



 エンデラン 位置する フォート・ボニファシオ・グローバルシティと

ボニファシオ・グローバルシティ 1995年から開発が始まった新興都市です。
マカティ中心地から車で約15分程度 所に位置し、住居・商業 複合地域です。

新興住宅街として整備が進んでおり、特に外国人を中心に人気 住宅街がです。

インターナショナルスクール、ブリティッシュスクール、日本人学校などや、併せて各国 大使館などが多くまた、大学な
ど 高等教育機関が約40校程あり、フィリピンを代表する教育学園都市としても有名です。





●多国籍 留学生が在籍（韓国人・中国人・ベトナム人・サウジアラビア人など）

●熟年されたプログラム

●経験豊富な講師

●スピーキング力を向上させるマンツーマン授業＆グループ授業

学院名 エンデランカレッジ

住所 1100 Campus Avenue McKinley Hill, Fort Bonifacio, Taguig City 1634 Philippines
設立年度 2005年
施設設備 図書室・レストラン・ジム・テニスコート・イベントテント・学生寮（徒歩約３分）

エンデランカレッジ語学研修センター



エンデランカレッジが選ばれる4つの理由



エンデランカレッジが選 れる5つ 理由

①短期間から留学できる
１週間から留学可能。初日 午後から授業が開始できます。

②カスタマイズマンツーマンレッスン
フィリピン トップスクールを卒業した優秀な教員が留学生一人ひとり 目
標や弱点を把握し、最適なオーダーメイドカリキュラム作成し、 効果的なマン
ツーマン授業で提供します。

特定 教科書だけに沿うだけ 授業やただフィリピン人を雇っただけで会話
をしているだけ 時間で ないからこそ企業研修などでも選 れる高い評価
を得る学校です。



③抜群 留学環境

エンデランカレッジが選 れる5つ 理由

エンデランカレッジ フィリピン ボニファシオ グローバル シティ マッキンリーヒルエリアに
位置します。

ボニファシオ グローバル シティ ビジネス街・高級住宅地として開発が進められて いるフィリ
ピンNo.1 最先端都市で、韓国・イギリスなど 大使館、
複数 インターナショナルスクール、高級コンドミニアムが立ち並びます。

そ 中 マッキンリーヒルエリア そ 中 住宅エリアとなり落ち着いた環境が
あり、エンデランカレッジ 目 前に ベニスグランドキャナルモールがあります。

日本食レストランも徒歩10分圏内に10店舗以上あり、
日本人駐在員 方などにも選 れるエリアな で、留学に何不自由なく過ごせます。

街に 24時間警備員が巡回しており、
安全で快適な環境で留学生活お過ごしいただけます。



　④豊富なコース
エンデランカレッジ 一般英語以外にも学生 ニーズに合わせた授業を受講できま
す。世界的に有名な英語能力判断試験であるTOEIC・IELTS・IELTS みならず、
SAT、GRE、GMATなど日本で 受講する が難しいMBA進学に必要な試験対策も
提供します。また、ビジネスシーンで必要な表現を身につけられるビジネス英語コース
や医療機関で 英語表現を学ぶことができる医療英語コースなどもございます。

⑤首都マニラで インターン研修
大学学部生を派遣するインターンシップ研修がマニラに100社以上あります。2週間以
上 語学研修に参加後、フィリピン・マニラで インターン研修に参加することができま
す。

エンデランカレッジが選 れる5つ 理由



カリキュラム



教育方法

エンデランは「ENGAGE：生徒のモチベーションを引き出す」「STUDY：言語のルールを学ぶ」
 「ACTIVATE：実践的な演習で応用する」の3つのアプローチから効率的な英語学習方法を提供してい
ます。

ENGAGE （MOTIVATION）：生徒のモチベーションを引き出す 同じ
授業を受講していても学習者が「受動的学習」、「能動的学習」を行 うかに
よって英語の上達速度は異なります。エンデランでは、授業や課題 に積極且
つ自主的に取り組んでいけるように、教員が生徒のモチベーショ
 ンを引き出すようにコースや授業で生徒一人一人の目標設定を行い、能動
 的な学習方法を身につけることができるように指導します。

STUDY （LEARNING）：言語のルールを学ぶ
言語の四技能である「Listening」「Reading」「Speaking」「Writing」 を
マンツーマン授業やグループ授業で学習します。教員や生徒との授業や
 対話から、文法、語彙の意味などの言語のルールとなる知識を習得します。

ACTIVATE （PRACTICE ）：実践的な演習で応用する
この段階では、学生が言語を使用するための実践的な演習を行います。日 常
生活で必要なスーパーでの会話（初級レベル）から、新聞記事などを読 み自
分の意見の発表（上級レベル）まで様々なシーンを想定し、英語力向 上を目
指します。



レベル別カリキュラム

True Beginner False Beginner Pre- intermediate Intermediate Higher Intermediate
– Advanced

英語を使った演習に制限 
のあるレベル。

生徒の語学の四技能
（Listening / Speaking
/Writing/Reading）から 
英語構成を学び、演習を 
行う必要がある。

英語の基礎知識のあるレ 
ベル。

スピーチ練習や文章構
成、 様々な語彙の取得を
行う 必要がある。

正確な英語表現や構成な 
どを使い、会話やライ 
ティングのコミュニケー 
ションを行うことができ 
るレベル。

英語構文などを深く理解 
しており、英語でスムー 
ズに対話できるレベル。

専門性のある英語の語彙
や 文 法 を 学 ぶ 必 要 があ
る。

専門性のある英語の語彙 
の基礎知識や、学術的に 
完成されたライティング 
スキルがあるレベル。

海外への大学院進学、海 
外への就労を目指します



語学のプロフェッショナルによる専門的な授業
在籍する教員はフィリピンのみならず、アメリカ、ドイツ、ロシア、ウクライナなどの世界各地から来た語学教育のプロ 
フェッショナルです。多くの教員は教育学、言語学、心理学などの修士号を取得しており、学術的な理
 論に基づいた指導方法を基盤に授業を行います。

KSENIA BARANOVA先生
ロシアのPerm State教育大学でドイツ語 
と英語を専攻した後、オーストリアでドイ 
ツ語の卒業証書を取得した。ロシアにある 
Euroschool Language Centreでドイツ語 
と英語の教師として働いた経験豊かな教員 
です。

JOANNA CAYTON先生
フィリピンの名門私立大学であるDe La Salle  
University-Manilaで教育専攻で学士号、修士 
号を取得しています。TEFL（外国語としての 
英語教育）教師資格を持ち、専門性の高い英 
語を指導を行います。

PATRICIA MORTEL先生
フィリピン最高峰フィリピン大学で特殊 
教育専攻の幼児教育の学士号と臨床心理 
学修士号を取得しました。政府教育機関 
で実務経験を経て、初心者クラスと生徒 
カウンセリングを担当しています。



コース



コース

マンツーマン授業内容は一般英語・試験対策（TOEIC・TOEFL・ IELTS、SAT・ GMAT・ GRE）・
Business・医療英語を選択可能です。

マンツーマン授業 グループ授業

M3G2 60分×3コマ 90分×2コマ

M3G3 60分×3コマ 90分×3コマ

M5 60分×5コマ -

M6+5
（1〜4週間のみ）

（平日）60分×6コマ
（土曜）60分×5コマ

-

企業インターン 平日6〜8時間

＊試験対策・Business・医療英語をお申し込みの場合には、指導できる教員が限られているため、事前にお問い合わせください。
＊企業インターンはエンデラン 大学の最低2週間の語学研修を受講する必要があります。



グループ授業内容
グループ授業は英語を学ぶ為ではなく、英語で自分の意見を述べることに重点が置かれて展開されま 
す。ニュース、社会問題、歴史などを題材にアジア、アフリカ、南米などから来た生徒との意見交換 
を行い、「学ぶ英語」から「自分の意見を述べる英語」と一段階上の英語力を身につける
 ことを目標としています。

人前で話すことが苦手な日本人にとっては
意見の交換＝ディスカッションは日本語でも難しく感じるかもしれません。

しかし、グローバル化が進む現代社会では、 世界共通語である英語でのコミュニ
ケーションは最低限のレベルであり、「主張」が上手な外国人に対して
 「自分の意見を理論的に述べる」ことができる英語力が必要です。

グループ授業では毎日与えられるニュース、社会問題、歴史などの議題から、関連する語
彙や文章表現を学ぶだけではなく、生徒一人一人から自分の意見を発表する時間が与えら
れます。



グループ授業サンプル科目①

グループ授業時間は午前9時〜午後4時まで提供されており、到着後に学生レベルによって授業時間が決定されます。



グループ授業サンプル科目②

グループ授業時間は午前9時〜午後4時まで提供されており、到着後に学生レベルによって授業時間が決定されます。



 生徒一人一人の現在のレベルに合わせて、初級英語、実践英語、ビジネス英語、試験対策など、
生徒が身につけたい英語の授業を提供します。

General English

General English

Oral English

Academic English

試験対策 大学進学 大学院進学

TOEIC SAT GRE

TOEFL GMAT

IELTS

マンツーマン授業内容

Specialized English

BUSINESS

医療英語



General English : General English
「Listening」「Reading」「Speaking」「Writing」の4技能を伸ばす総合英語コース

、

Intensive English
英語の基盤となる「文法」「文章構成」を学習し、加えて「Writing 」「Reading」
「Speaking」「Listening」の四技能を向上させることができるプログラムです。ま 
た、生徒１名・教員１名で行われるマンツーマン授業であるため生徒が強化したい科 
目を集中的に学習することが可能です。

Social English
自然な英語での会話術を向上させることを目的にした授業です。日々の出来事、文化 
最新ニュースなど様々な議題を取り上げて議論していき、論理的に英語を述べる技術 
を身につけます。

Integrated Skilled
英語で問われた会話や質問に対して、正確で流暢な英語の返答が行えるようになるた 
めのトレーニングを行います。アクティビティを通して行うスピーチ練習やニュース 
記事を読解後のエッセイ作成など、「Speaking」「Writing」を重点的に学習します。

マンツーマン授業内容



General English : Oral English
カジュアルな英語表現から論理的な会話構成まで会話力を向上させるコース

Public Speaking
様々な状況に応じての英語表現、語彙、文法、発音のみならず、正しい話し方やマ 
ナーも学習し、聴き取りやスピーチの技術を向上させます。人前でのスピーチや会議 
などの重要な場に適したフォーマルな英語表現やネイティブが使う論理的な会話構成 
などを学びます。

Chatterbox
友人や家族の間で行われるカジュアルな表現の英語を学習します。日常会話やメール 
などでも使えるフォーマルより少し砕けた英語表現を身につけ、文章が繋がった時に 
省略される音やスラングなどの聴き取り能力を向上させます。

Pronunciation and
Accent Training

アメリカもしくはイギリスの英語の発音、アクセントを学び、生徒の発音よりネティ 
ブに近づけていく練習を行います。発音記号や連続した英単語の発音などから学びこ 
とができます。また、日本では難しいマンツーマンでの発音授業によって生徒一人一 
人の苦手な発音やアクセントを改善していきます。

マンツーマン授業内容



アカデミック：試験対策
TOEIC、TOEFL、IELTSのコースでは「学習」「復習」「応用」 と
３段階の学習方法を採用し、英語の文法、語彙、表現を理解し、 
試験以外の実際の生活での使用方法なども学習します。

アカデミック：大学進学
アメリカ版センター試験であるSATはアメリカの大学に進学するアメリカの高校生に必要な試験です。一部の日本の学校での
「帰国子女枠」ではSATの結果によって合否が判断されます。基礎となる読解、エッセイ、数学を重点的に学習します。

アカデミック：大学院進学
アメリカの大学に進学に必要なGRE、MBAへの入学に必要なGMATで出題される英語構成と数学を理解し、高い点数を獲得す 
ることを目標にしています。

Academic English

試験対策 大学進学 大学院進学

TOEIC SAT GRE

TOEFL GMAT

IELTS

マンツーマン授業内容



Business English
履歴書作成、英語での面接対策から企業内で必要な英語でのビジネス資料作成や交渉術などを学ぶビジネス英語コース

Business English  
Market Leader

交渉などで使えるビジネス英語の「Listening」「Speaking」を強化します。
また、ビジネスメールのやりとり、新聞や資料などの読解、プレゼンテーション時 
の発表方法や資料作成なども学べます。

Resume Writing
海外就職、外資系企業への入社に必要な履歴書、職務経歴書の指導を行います。 
履歴書や職務経歴書向けのフォーマルな文章構成、アピールポイントなどの書き方 
などを学びます。

Job Interview  
Simulations

英語で行われる面接の実践練習を行います。面接官への今までの仕事などの成果や 
仕事に対する意気込みなど、自分の魅力を最大限に引き出す面接術を学ぶことがで 
きます。

マンツーマン授業選択コースマンツーマン授業内容



医療英語コース
仕事のために英語力を伸ばすための助けが必要な医師や看護師、医学系学部で学ぶ学生のためのコースです。

医療英語

仕事のために英語力を伸ばすための助けが必要な医師や看護師、医学系学部で学ぶ
学生のためのコースです。
医療英語は非常に特殊な分野です。受講生は英語で役に立つ構文と語彙の構造を学 
ぶことが重要です。 いくつかのレッスンには省略語、スペル、パンクタトゥーン、 
専門語彙が含まれています。また、ロールプレイはコースの中で非常に重要な部分 
を学びます。

マンツーマン授業内容



Specialized English ：法人研修
世界で活躍できるビジネスマンに必要な英語でのコミュニケーション、交渉術を学びます。
また法人様のご要望に応じてカリキュラム作成を行います。

● 学習内容

・英語の資料などを理解できるための読解力
・ネイティブや非ネイティブとの会話で必要な聴解力
・企画書やプレゼンテーションの立案に役立つ文章構成力
・取引先との交渉やコミュニケーションに必要な会話力

● 法人研修実施企業

マンツーマン授業内容



エンデラン大学 企業インターン

HOSPITALITY INTERNSHIP
ホスピタリティ/観光関連

BUSINESS INTERNSHIP
ビジネス

インターン先



エンデラン大学 企業インターンの特長

①大学主催のプログラム
アジアでのインターンシップ・プログラムは現地エージェントや現地在住の日本人が個人のネットワークを
通して作ったプログラムが多いですが、本プログラムは観光・ホテル業の経営学の分野に特化した
現地4年制大学主催のプログラムなので、単なる体験型ではなく、グローバルで活躍できる人材育成を
目的としたアカデミックなインターンシッププログラムです。

海外インターンシップと聞くと、高い英語力が必要と思われかもしれませんが本インターンシップでは、
英語力よりも「積極的なコミュニケーションをとる姿勢」と、日本と異なる文化、環境や状況を
「楽しめるマインド」がある学生なら、どなたでも参加できます。

世界各国のグローバル企業が事業戦略を拡大しているアジアでの早期就労体験を通して、
従来の欧米留学者が得る経験談と差別化を図る事が、就職活動でも役に立ち、
低コストの留学費用で実現可能です。

②英語初級者（TOEIC400点以上）でも参加可能

③アジア新興国での就労体験



キャンパス













食堂（昼食提供）
メインビル3階
平日午前11時30分〜午後1時30分

カフェ（朝食提供）
メインビル1階
平日午前7時30分〜午前10時



バスケットボー
ルコート
テニスコート
事前予約

保健室
看護師常駐
平日午前8時〜午後5時



図書館



ジム



エンデランカレッジ 学内写真



エンデランカレッジ 学内写真



現地大学生との共有スペース
●食堂、カフェ、バー、レストラン

●体育館、テニスコース、ジム、図書館

エンデランカレッジ 学内写真



学生寮



The Woodridge Residences

キャンパスから徒歩3分 24時間警備員2名が常駐
・学生の出入時間確認
・持ち込み荷物確認

学生寮1階
・コンビニ
・マッサージショップ
・コインランドリー

学生寮



●ハウスキーピングサービス（月～金）
●ランドリーサービス（週2回、寮内にて提出・受取）
●電気代・水道代込み
●ラウンジ（TV・DVD・オーブン・ウォーターディスペンサー）あり
●ポケットWi-Fi貸出あり
●大学内の保健室で看護師診察可能（平日：午前8時〜午後5時）

The Woodridge Residences

学生寮



学生寮

部屋設備：ベッド、机、椅子、エアコン、コップ、温水シャワー
*トイレットペーパー完備
*1人部屋・2人部屋・4人部屋



学生寮

共有スペース：冷蔵庫、浄水器、電子レンジ



周辺情報



マニラ空港

マカティ BGC

マッキン
リーヒル

観光スポット

車で5分

車
で20分

車で40分

車
で30分

マッキンリーヒル

Enderun Collegesが位置するマッキンリーヒ
ルは韓国・イギリスなどの大使館やインターナ
ショナルスクールなどがあるため、24時間警
備員が巡回しており治安がいい地域です。

BGC：車で5分

ボニファシオグローバルシティ（Bonifacio 
Global City:BGC)は元々は広大なフィリピ
ン軍駐屯地でしたが、2003年よりアヤラ財
閥によって開発が進められ、海外の駐在員
や富裕層向けのコンドミニアムやハイクラ
スホテルが立ち並ぶ近代都市として生まれ
変わりました。

シティバンク、インテル・フィリピン、マイク
ロソフト、　Nestleなど 企業が多く集ま
り、高層ビル群が立ち並ぶフィリピン ビ

ジネス街です。

マカティ：車で30分

スペイン統治時代 建築された邸宅・要
塞に加えて、フィリピン独立運動 初期
指導者ホセ＝リサール 記念公園や博物
館などが集まる観光スポットです。

観光スポット：車で40分

周辺環境



マッキンリーヒル

マッキンリーヒルはイタリアとスペインの街並みを再現された街であり、
中央部にはベネチアンアートやフィレンツェをイメージした建造物が立ち
並びます。

・イギリス、韓国、アラブ首長国連邦の大使館
・中国、韓国のインターナショナルスクール
・国内最大級のサッカー場
・大手外資企業のオフィス
・高級マンション
・大型ショッピングモール



アクティビティ



学内アクティビティ：

◆Mixer Night
ランゲージセンターで学ぶ学生 もちろん こと、本科で学ぶ大学 フィリピン人、韓国人・台湾人・中国人・
ベトナム人、サウジアラビア人など 多国籍な大学生と 交流イベントを行います。
イベントやアクティビティーを通して交流を持ち、英語学習に対する動機づけと異文化交流を行います。大学
直轄 エンデランだからこそできる交流イベントです。

。



学外アクティビティ(Volunteer Work:Gawad Kalinga)

◆ Volunteer Work
Gawad Kalinga フィリピン最大 国際NGO団体です。

GAWAD KALINGA（GK）=“give care”面倒を見る、世話をするという意味です。 フィリピンをベースにした貧困 削減 と国民団結 活

動です。GK 人をいたわり、分け与えるというフィリピン文化を基盤に、信仰、愛国心で貧困を根絶し人間 尊厳を回復させ、力あるコ

ミュニティー 建設を目指しており そ 目標 2024年までに500万世帯 貧困を終息させる ことにあります。

一日 活動を通して ハウス 建設やコミュニティやそこで暮らす家族と 交流を行います。

Schedule Activities Skills
7:00-8:00nn
8:00nn-12:00pm

12:00-1:30pm
1:30-3:30pm

3:40pm-4:00pm

Travel to Site
Orientation; Build Houses and Interact 
with  Families

Boodle Feast and Bonding 
Session  Paradise for Kids: 
Children's Party for  Birthday 
Celebrators

Departure from GK Community

House Building
Tutoring  
Chatterbo
x  
Dancing  
Singing
Cultural Exchange



学外アクティビティ(City Tour)

◆ City Tour
政治・経済・文化ともにフィリピン 中心に位置するマニラ。

発展するフィリピンと歴史的建造物をまわりフィリピンに対する知見を 広げま

す。

Schedule Activities
12:00pm

14:00pm

19:00pm
21:00pm

ETD Woodridge Residences

Mall of 
Asia  Rizal 
Park
Manila Cathedral & San Agustin Church
Fort Santiago Walking Tour

Dinner at Barbara’s
ETA Woodridge Residences



◆ Manila Tour 所要時間： 13〜 21時
Woodridge Residences〜Mall of Asia〜Rizal Park〜Manila Cathedral & San Agustin Church〜Fort Santiago Walking Tour
〜Dinner at Barbara’s〜Woodridge Residences

アクティビティ例

◆ Batangas Tour 所要時間：6〜 19時

Woodridge Residences〜Canyon Cove
〜Orientation & Warm Up〜Water Activities
～Lunch & Free Time 〜 Canyon Cove
〜 Tagaytay Amusement Park
〜 Shopping for Filipino Delicacies
〜 Woodridge Residences

◆ Pagsanjan Tour 所要時間：8〜 19時

Woodridge Residences 〜 Pagsanjan Falls Lodge
〜Orientation & Preparation〜Lunch
〜 Boat ride to Pagsanjan Falls
〜 Swimming in Pagsanjan Falls Lodge 〜 Pack Up
〜Pagsanjan Falls Lodge〜Woodridge Residences




