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About US
ウイニング・グローバル・エデュテック・グループは、フィリピンを起点として「国

際的な人材育成」の拠点を構築しています。フィリピンに英語トレーニング アカ

デミーを設置し、OMO（Online Merge Offline）を用いたオンライン英語学習

プラットフォームを中心に、世界中の生徒の英語力向上とキャリア開発を支援

しています。ウィニンググループの受講生は現在3,000名を超えています！留

学を通して、異国の地で学び、新しい土地の文化や魅力に触れることができま

す。また、専門的な研修や海外就職の機会も提供しています。ウイニングで身

につけた英語力は、就職の際にも役立ちます。あなたのスキルやキャリアと組

み合わせれば、国際的な職場へのアクセスや、強い競争力を得ることができ

ます。あなたもきっと、グローバル人材になれるはずです！

Winningについて

Join Winning, You’re Winning! 

❖ English Academy ❖ Online English Platform

New Campus

セブにあるWinning English Academyの新しいキャンパスへよう

こそ! 2023年より、シティ キャンパスとオーシャン キャンパスの2種
類のキャンパスを展開します。皆さまのご来校をお待ちしていま

す！



セブ島に2つのキャンパスを展開

シティキャンパス、オーシャンキャンパスともに、優美・快適で、交

通の便も良く生活環境も快適です。どちらのキャンパスでも、快適

で楽しい生活を送ることができます。

5 Reasons For Choosing Winning 
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Winning - シティ  キャンパス

Winning - オーシャン  キャンパス

多国籍な学習環境

ウィニングが選ばれる5つの理由

多様性に富む安定した国籍比率

Winning Academy - 理想のグローバル村

ウィニングでは、学生の国籍比率を一定に保つことで、世界各国

の仲間と交流し、その文化を学び、新しい友達を作る機会を提供

しています。また、English Only Policy（EOP）を導入しており、英

語力の向上と実践的な英語力の習得に効果的であることが実証

されています。



5 Reasons For Choosing Winning 
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採用プロセス

充実した
教育研修制度

報酬制度

四半期毎の
業績評価

週1回の
指導状況評価

採用＆研修
システム

総合的な教員採用＆研修.

私たちは学びの質を大切にしています。

厳格な採用手続きと継続的な研修プログラムにより、高い資質と豊富な経験を持つ講

師を採用しています。全講師は教育学の学位を取得し、TESOL資格と教員免許の両方

を保持しています。ウィニングでは、一流の教育を提供しています。

ウィニングが選ばれる5つの理由



ウィニングプラスのオンラインコースで

効率的な留学前後の英語学習 
ウィニングでは、オンライン・オフラインでも学習できるOMO（Online Merge 

Offline）教材を提供しています。オンライン英語サービス「WinningPlus」は、

Winning English Academy での留学前後に、オンラインで英語を事前＆継続

学習することが可能です。

ケンブリッジ大学公認教材と

体系的な学習メソッド

生徒へのレッスンは、専門書やケンブリッジ公認の教材、現在の英語レベルに

合わせた学習教材を使って、綿密に構成されています。これにより、スピーキン

グ、リスニング、リーディング、ライティングの各スキルを大幅に向上させること

ができます。

5 Reasons For Choosing Winning 

4

5
WinningPlus Online Courses

Winning English Academy Materials

ウィニングが選ばれる5つの理由



Whatever stage of life you are in,

Winning will be there for you!
幼稚園 小学校 中学・高校生 大人 シニア

Winning English Academy 家族留学
＆ 英語キャンプ

WinningPlus - オンライン英語学習

Winning English Academy
一般レベル・ビジネスレベル

大人



フィリピン留学後

帰国後もWinningPlusで英語学習を継

続することができます。

Winning⁺ オンライン英語学習
オンライン学習

一般英語

ビジネス英語

キッズ英会話

TOEIC

Winning⁺ オンライン英語プログラムは、Winning English Academyと同じカリキュラムチームにより開発。対面式クラスと

同じレベル分けシステムされ、100種類以上のコースを提供しています。これらのコースは、実践的な英語力を習得でき

るように構成されています。

フィリピン留学

マーケティング英語 ツアーガイド英語

フィリピン留学前

英語に慣れて、英語の基礎を身につ

けることが大切です。



Winning⁺ オンライン英語 ターンキー システム

Winning English Academyでは、経

験豊富な講師陣による最適な学習環

境が整っているのが特徴

Winning English Academyでは、100
以上の英語コースを提供

学生や教育機関にとって便利な

デジタル学習管理システム

オンライン学習

留学代理店に最適

カスタマイズコースにも対応 

無料体験のご予約をお待ちしております！

留学代理店、個人エージェントなど、
幅広く対応しています。

70以上の海外組織にサービスの提供
実績。

1. 幼稚園

2. 学習塾

3. 私立・公立学校

4. 英会話スクール



コース
Winning English Academyのアカデミックチームのゴールは、高品質な教育を提供することです。私たちのプログラムは、生徒一

人一人の学習目標やニーズに合わせて作られており、様々な学習スタイルに対応するため、様々な教育方法を用いています。こ

れにより、生徒は実用的な英語を学び、学習目標を達成することができます。

大人向けカリキュラム｜

ケンブリッジ公認

キッズカリキュラム ｜
ダニーキッズ・インタラクティブ・イングリッシュ

ESL プログラム

ビジネス英語

ファミリー英語

ESP-トラベル英語



CEFRの基準に合わせたカリキュラムの評価指標

レベルテストを受け、自分に合った学習教材やカリキュラムを決定します。
また、オリエンテーションを行い、学校のルール全般を確認します。



一日の
スケジュール

一日のスケジュール

時間 コマ クラス

7:00-8:00 ブレック ファースト

8:00-8:50 1st Class
● マンツーマン

● グループ

● 休憩

9:00-9:50 2nd Class
10:00-10:50 3rd Class
11:00-11:50 4th Class
11:50-12:50 ランチ

13:00-13:50 5th Class
● マンツーマン

● グループ

● オプション

● 休憩

14:00-14:50 6th Class
15:00-15:50 7th Class
16:00-16:50 8th Class
17:00-17:50 9th Class

18:00-18:50 ディナー

19:00-19:50 10th Class
● オプション20:00-20:50 11th Class

21:00-21:50 12th Class



プラン 入学日 マンツーマン グループ 入学 計

ライトESL 毎週月曜日 2 2 2 6
ESL4 毎週月曜日 4 2 2 8
ESL6 毎週月曜日 6 2 2 10

● コース/教材

○ マンツーマン：

リスニング、リーディング、文法、

シチュエーション別ダイアログ

○ 特別選択授業（グループ授業）

● 対象年齢：12 歳以上

● 対象

○ 英語の基礎を固め、実践的な

コミュニケーション能力を身につけたい方

○ 他のコースも受講したいけれど、

まだ英語力が足りない方

ESL Program — ESL プログラム
英語の基礎力を向上させることを目的としたコースです。コース内には「スキル」と「テーマ」があります。1:1レッスンは知

識習得のため。グループ授業と選択式授業は、テーマを決めて楽しく、コミュニケーション力と英語力を身につけるため

の科目です。



● コース／教材

○ マンツーマン：

 リスニング、リーディング、文法

○ グループ授業：ライティング、スピーチ

○ 特別選択授業（グループ授業）

● 対象年齢：12歳以上

● こんな方におすすめ

○ 英語のコミュニケーション能力 を高めたい方

○ 海外で働きたい方

○ 海外勤務や外資系企業への転籍を希望している

方

Business English ー ビジネス英語

プラン 入学日 マンツーマン グループ オプション 計

ビジネス英語 毎週月曜日 4 2 2 8

このコースは、特に事務職、大学を卒業された方、ビジネスパーソン向けに開発されました。「アウトプット」と「インプット」のト

レーニングを組み合わせることで、ビジネス英語を向上させるコースです。「聞く」「話す」「使う」ことで英語でのコミュニケーショ

ン力を養います。



● コース／教材

○ マンツーマン：子供向けインタラクティブ英語カリ

キュラム (台湾で有名なDanny Kidsの教材)

○ グループクラス：

 アクティビティ・グループクラス

○ オプションクラス（グループクラス）

Family English Program — ファミリー英語

プラン 入学日 マンツーマン グループ オプション 計

ファミリー (保護者) 毎週月曜日 2 0 0 2
ファミリー (ジュニア) 毎週月曜日 4 2 2 8

ジュニア英語クラスの基礎となるのは、初級から上級まで構成された「ダニーキッズ・インタラクティブ・イングリッシュ」

カリキュラム。科学、自然、日常生活などを題材にしています。さらに、"デジタルインタラクティブゲーム "も含まれています。子供達はすぐに

英語が好きになるでしょう！

● こんな方におすすめ

○ 親子で楽しめる

○ 子供の英語に対する恐怖心を解消したい。

○ 英語の基礎力を身につけたい。

● 対象年齢：12歳以上



学習コンテンツ - The King In Education 

http://www.youtube.com/watch?v=M_jFZ6cYbqo
http://www.youtube.com/watch?v=dGzLWgVBifM


● こんな方におすすめ

○ 職場での英語コミュニケーション力を高めたい方

○ 将来、海外勤務を予定している方

○ 旅行が好きな方

● 対象年齢：12歳以上

● コース／教材

○ マンツーマン: 

リーディング、リスニング、

スピーキング、トラベル英会話

○ グループ: スピーチ、ライティング

○ オプションクラス（グループクラス）

ESP- Travel English  – トラベル英語

プラン 入学日 マンツーマン グループ オプション 計

ESP- トラベル英語 毎週月曜日 4 2 2 8

このコースは、特に旅行が好きな学生を対象としています。このコースの目的は、一人旅ができるように英語のコミュニケーション能

力を向上させることです。リーディングから語彙力アップ、旅行をテーマにした会話まで、様々な教材を提供しています。さらに、この

トレーニングを通して、職場でのコミュニケーション能力も身につけられます。



新設のホテル寮（キャンパス外）
寮はキャンパスより徒歩1分です

キャンパス外の寮は Diplomat Hotel （ビジネスホテル）と提携しています

1人部屋と2人部屋があり、正面玄関と裏口には警備員が24時間常駐しています

キャンパス周辺の施設も充実しており、安全で便利な学校生活

を送ることができます。
セブンイレブンが徒歩2-3分、バーが徒歩3分圏内に数件あります。

6-8分歩くと、飲食店、スターバックス、薬局、病院があります。

セブ島の中心にある好立地 ＆ フィリピン屈指の観光地
シティキャンパスは、セブ・マクタン国際空港から約40分のところにあります。アヤ

ラモールまでは車で約10分で、レストランや生活に必要なものなど、基本的には

全て揃っています。

Winning English Academy
City Campus

City Campus － シティキャンパス
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02

03



シティ  キャンパス

言語ルール E.O.P (English Only Policy)

エリア フィリピン、セブの中心エリア

認定証 TESDA、SSP 

最大生徒数 110 人

施設 ✓ WIFI　 ✓ キャンパス外寮　✓ 自習室　✓ レストラン

周辺施設

● キャンパス外寮：学校より階段で1分程
● セブンイレブン(190m): 徒歩3分
● ジョリビー(450m): 徒歩6分 （※ファストフード）
● スターバックス(550m) 徒歩7分
● ロビンソンズモール(700m)徒歩8分
● アヤラセンター(2km) タクシーで10分

空港より マクタン国際空港 (14.6km): 車で40分

観光地
マゼランクロス、サン・ペドロ要塞、メトロポリタン・カテドラル（1.9km)
タクシーで10分



Winning English Academy
City Campus

シティキャンパス ー 周辺マップ



✓ エレベーター  ✓ WIFI  ✓ バスルーム完備
✓ 化粧台／テーブル   ✓ TV   ✓  マッサージ施設 (ホテル内)

Winning English Academy
City Campus

City Campus - ドミトリー

ツイン シングルDiplomat Hotel



よく遊び、よく学ぶ！

子供向けのゲーム式のカリキュラム

完全な英語オンリーポリシーの環境
子供の学びの質にこだわっています。

シティキャンパスと同じEOP (English Only Policy) を導入しています。

English Only Policy の環境とインタラクティブな学習メソッドで、

お子さまは大きく成長できるでしょう！

リラックスして勉強するのに最適なリゾート型キャンパス。

学校の外観は船の形をしていて、リゾート感満載の雰囲気です。

また、校内にはプールがあり、ホテル式の食事が提供されています。

家族連れや子供連れにオススメです。

真剣に勉強しながら、楽しい休暇を過ごすことができます。

学校はマクタンにあり、

空港から20分程の距離に位置します。
学校はリゾート地 "マクタン島 "に位置していて、

周辺施設が充実しており、観光スポットも沢山あります。

Winning English Academy
Ocean Campus

Ocean Campus－オーシャンキャンパス
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オーシャン キャンパス

言語ルール E.O.P (イングリッシュ・オンリー・ポリシー)

エリア フィリピン・ラプ・ラプ市、マクタン島（ラモス島）

認定証 TESDA、SSP 

最大生徒数 80 人

施設 ✓ WIFI  ✓寮  ✓ 自習室 ✓ レストラン ✓ スイミングプール

生活環境

● マリバゴ・アーケード 
(100m マクドナルド、韓国料理店、カフェ、バー など）：徒歩1分

● セーブ モア スーパーマーケット（110m、両替場あり）：徒歩1分
● Watsons（400m）。徒歩5分　※薬局
● 焼肉屋（450m）。徒歩5分
● セブンイレブン(550m) : 徒歩7分

交通情報 セブ・マクタン国際空港（14.6km）：車で20分

観光 J-Park ウォーターパーク（850m、ビーチあり）：10-12分

Winning English Academy
Ocean Campus



オーシャン キャンパス－周辺マップ

Winning English Academy
Ocean Campus



Winning English Academy
海濱校區Ocean Campus

オーシャンキャンパス－ドミトリー

１人部屋

ファミリー
(4人)

一人部屋　バスルーム

ファミリー
バスルーム



THANK YOU

Join Winning , You’re Winning!


