
● 英検
● TOEIC
● コミュニケーション
● ディスカッション
● プレゼンテーション
● 文法・基本スキル
● ビジネス英語
● HTML/CSS
● WordPress
● Adobe Photoshop

● PHP
● Laravel
● MySQL
● JavaScript/jQuery
● Bootstrap
● Git
● Adobe XD
● WEBアプリ開発
● マンツーマン/
    グループ英会話

■ 新コース設置のご案内

   IT留学＆海外インターン .
   コース/専科  .



　 九州外語専門学校の「IT留学＆海外インターンコース/専科」とは、半年あるいは１年間にわたり日本で

英語とITの基礎力を養った後、提携先のIT×英語留学校「Kredo」のフィリピンセブ島本校へ渡航し、ITと英

会話を３ヶ月間みっちり学習。更にセブ島のIT企業で３ヶ月間IT研修生としてインターン就業する、グロー

バルIT人材育成のための総合学習プログラムです。

　 日本人が得意とするリーディング、ライティングの基礎力を国内で一気に高め、苦手とされるスピーキン

グ、リスニングを海外の英語環境で強化。同時にIT学習〜実務経験までを短期集中で身につけることで、

IT×英語の「本物の」経験を持って、世界で活躍できる人材を輩出します。

2020年度 新コース
IT留学＆海外インターンコースとは？

シェアハウス
プラン(6ヶ月)

 国際コミュニケーション学科
通常学費:

137万
→  119万

留学支援: 
18万円OFF

 専攻科
通常学費:

140万
→  122万

2人部屋
プラン(6ヶ月)

 国際コミュニケーション学科
通常学費:

143万
→  124万

留学支援: 
19万円OFF

 専攻科
通常学費:

146万
→  127万

1人部屋
プラン(6ヶ月)

 国際コミュニケーション学科
通常学費:

155万
→  133万

留学支援:
22万円OFF

 専攻科
通常学費:

158万
→  136万

 IT留学＆海外インターンコース/専科 の生徒は、
 最初から全生徒がKGCの「留学支援」対象です!!

Special 
1

13万円
OFF

37万円
OFF

国際コミュニケー
ション学科専攻科

更に! Kredo×KGC
提携記念学割も!!

Special 
2

※学費ページに記載の金額は、上記２つの割引適用後の価格になります。



interview

あなたが留学する目的はなんですか？

　 ITと英語を身につけ世界で活躍するため？世界中
を旅しながらフリーランスとして暮らすため？
留学をする方は、「人生をより良くする」という点
で目的が共通しています。私達が学校を運営してい
る理由は、一人でも多くの方にこの目的を達成して
いただきたいからです。

　 では、人生をより良くする方法とはどのようなも
のでしょうか。みなさまがご存 知のとおり、「IT」
と「英語」はこれからの時代に必須のスキルです。
Kredoは「セブ島でITを英語で学べる、日系で唯一
の政府公認校」で、初心者の方からITと英語の「ス
キル」を同時に身につけることができます。

　 また、重要なことはスキルだけではありません。
それは「経験」です。学校の校舎・宿泊施設がセブ
島で最も快適で安全な環境に立地している理由は、
そこで実際に生活をし、身につけた英語を使い、五
感で海 外を体 験していただきたいからです。その
「経験」はこれからのグローバル社会を生き抜く力
となるでしょう。

　 そして、Kredoには日本にいるだけでは出会えな
いような、様々な背 景をもった素 敵な生 徒 様が集
まっています。ここで出 会った方々と切 磋 琢 磨し
あった経験は、大事な「縁」となります。

　 「スキル」、「経験」、「縁」あなたの目的を達
成するために必要なものが、ここにはあります。

さあ「IT×英語」留学で世界で活躍できる人材へ。

KREDO IT ABROAD INC. 代表取締役 CEO 横田猛夫さん。
アフリカ留学の経験を持つ横田さんは、「学生のうちから違う年代の人と触れ合うことで、人生の選択肢は無限に広がる」と語ります。

なぜ今、ITと英語なのか？

　 いま、日本は少子高齢化にともない、労働人口の減少、国
内 企 業の急 速なグローバル化など様々な問 題を抱えていま
す。オックスフォード大 学のマイケル・オズボーン教 授はこ
のように提唱しました。「あと10～20年の間に人間が行う仕
事の約半分が機械に奪われる」。
　 そのような未来がきたとき、自分自身、そしてあなたの大
切な人を守れますか？

「ITと英 語」のスキルが必 須になる時 代が、すぐそこまでき
ています。IT留学＆海外インターンコースは、そんな「ITと英
語」のスキルを同時に、最短で身につけることができます。

新コース：IT留学＆海外インターン



南の楽園、セブ島

フィリピンはセブ島、ビサヤ諸島、ルソン島など大
小合わせて7,000 以上の島々から構成される多島海
国家です。１年を通して暖かく、平均気温は26.5°
C。１年中半袖で過ごせる気候です。日本からも直
行便で５時間前後と近く、 アジアのリゾート地と
して多くの観光客から人気を集めているセブ島は、
欧米などと比べて、価格も比較的リーズナブルで気
軽に行けるところが大きな特徴です。

世界の主要都市と変わらぬ治安

セブ島で一番安全・快適なエリア ITパーク

セブ島は東南アジアの中でも治安が良い地域に入
り、人気留学地であるオーストラリアやニュージー
ランドなどの都市とほぼ同じ治安指数と言われてい
ます。シティエリアは、生活に困らない大きな
ショッピングモール、オフィスビルなどが連なって
おり、経済的にも急成長している場所として世界か
ら注目を集めています。

Kredoの学校施設、宿泊施設(コンドミニアム)が位
置する ITパークは、フィリピン政府が最も治安管理
に力を入れている経済特区で、JPモルガン、アクセ
ンチュア、京セラなど世界を代表する国際企業が多
く立地しています。各ビル、宿泊施設、さらには IT
パークの入り口にもガードマンが常駐しており、深
夜の1人歩きも心配ありません。
さらにITパーク内には、フィリピン料理、メキシコ
料理、イタリアン、日本料理、韓国料理などレスト
ランも多く、いろいろな料理を楽しむことができま
す。またコンビニや薬局、美容室などもあり生活に
はとても便利な環境です。

宿泊施設(シェアハウス)はKredoの校舎からバンで
およそ15分ほど、セブの高級住宅街に位置していま
す。校舎への登下校は毎日Kredo専用のバンが運行
しています。共通の目的をもった仲間と共同生活す
ることで切磋琢磨し充実した留学生活をお送りいた
だけます。

滞在先のガードマン。フィリピン人の大半は人懐っこく明るい性格です。 滞在先の高級コンドミニアム。ITパーク内で夜も安全です。

セブ島とは？



IT留学先、Kredoとは？
Kredoはフィリピン政府公認の「英語でITを学べる」セブで日系唯一の学校です。
政府による教材、教員、施設などの厳格な審査をパスし、初心者から安心して留学できる学校として
これまでに1,000名以上の卒業生を輩出しています。

新コース：IT留学＆海外インターン

1. セブ島唯一の政府公認IT×英語カリキュラム 2. 少人数グループのITクラス 3. プロフェッショナル教員

セブ島で唯一、ITカリキュラム、英語カリキュラムそれぞ
れにおいてフィリピン 政 府 の 厳 格 な 審 査 を 通 過 し
「TESDA」を取得しています。また、IT授業は全て英語で
行います。

ITクラスでは1クラス3〜5人の少 人 数グループ制を採 用
し、生徒の皆さまのレベルに合わせた授業が可能となりま
す。また、プログラミングでつまずいた 際 も 迅 速 にフォ
ローアップができます。

教員の採用には厳しい基準を設けており、IT/英語教員は
何十倍もの倍率の審査を通過した精鋭たちです。また、IT
教員は有名大学の教授を採用しており「教育の場」として
の信頼できる人材を揃えています。

4. ITを英語で学ぶことができる 5. セブ島で一番、安心・安全・快適な立地 6. 安心の日本人スタッフサポート

ITを英語で学ぶことで「最新のITトレンドを掴める」「プ
ログラミング言語は英語で作られているため意味を直感的
に理 解できる」「世 界 中の人と仕 事ができる」というメ
リットがあります。

校舎・宿泊施設はフィリピン政府が最も治安管理に力を入
れている経済特区「ITパーク」に位置しています。レスト
ランや薬局も多く、安心・安全・快適に過ごすことができ
ます。

日本人スタッフが複数名常駐しており、安心してご留学い
ただけます。また、ITや英語のことでわからないことがあ
る場合は、担当の日本人スタッフが生徒の皆さまの学習を
サポートいたします。



わかりやすい英語で、
デザイン × ブログ × サイト制作！
いいとこ取りの人気No.1入門コース！

WEBベーシックコース

Adobe Photoshop 1 WordPress HTML / CSS 1-2

世界で最も使われているデザイ
ンツールの一つであるPhoto
-shopの基本操作を学び、レタッ
チ、リサイズ、拡縮などの画像
修正の方法を学習します。

WordPressとは世界のトップ1千万
サイトのうち30%ものシェアを誇
る、サイト構築を自動的に行うこと
ができるシステムです。導入からカ
スタマイズ、プラグイン、ウィ
ジェットなどの設定を学習します。

HTMLタグの基礎、CSSの適用方法
とその働きを学習します。2つを駆
使してサイトを制作します。ま
た、学習したHTML、CSSを駆使し
て1からポートフォリオサイトを制
作します。

ITスキルの基礎作りはここからスタートしよう

ITの基礎を幅広く学習し、学習したスキルでホームページ制作を実際に英語で行いま
す。同時に、デザインツールの使い方についても学習することで、よりデザインに特化
したWEBデザイナーを目 指すか、プログラミング言 語の学 習を深めてWEBプログラ
マーを目指すか、IT人材として目指すべき方向を確認できる入門コースでもあります。

英語 × デザイン × サイト制作スキルを一挙に習得！
グローバルWEBデザイナーへ

WEBデザインコース

WEBサイト制作のエキスパートを目指す

「WEB デザインコース」とは、「WEBベーシックコース」の上流コースで、より複雑
なWEBデザインや、より高度なコーディングを実践的に学習します。更には、動きの
あるWEBサイト制 作を通して、即 戦 力となるWEBデザイナーのスキルを身につける
コースです。

HTML / CSS 3 デザイン概論 Adobe 
Photoshop 2 Adobe XD プロジェクト

制作

CSSアニメーションの適
用、PC/スマホなど画面サ
イズの幅によって自動で見
た目が変わるレスポンシブ
WEBサイトを制作します。

WEBユーザビリティ、タ
イポグラフィ、配色など
WEBデザインを制作する
上で欠かせないデザインの
基礎を習得します。

Photoshopを
用いた実用的
なWEBサイト
の制作方法を
学習します。

Adobe XDの基
礎的な使い方
を学びプロト
タイプ機能を
習得します。

より実践に近
い制作フロー
を習得しWEB
サイトを完成
させます。

jQuery / JavaScript ポートフォリオ制作

jQuery/JavaScriptの使い分けを学習しアニメーショ
ンを使用したスクリプト制作をマスターします。

教員と共に学習した知識を応用して就職活動で使用で
きるあなただけのデザイン作品集を制作します。

 1-2ヶ月のコース 　Photoshopを応用しデザインに特化した実用的なWEBサイトの制作スキルを
学習します。またCSSを使用したPCやスマホなど画面サイズの幅によって自動で見た目が変わる
レスポンシブに対応したWEBサイトの制作方法やレイアウトを学習し、更にjQuery、JavaScript
を使用した動きのあるWEBサイトを制作します。

 1ヶ月のコース 　IT初心者の方はまず「WEBべーシックコース」を1ヶ月間受講していただき、
IT×英語の基礎知識を身につけていただきます。基礎を身につけた後は、より専門性の高い複数の
コース、デザインに特化した「WEBデザインコース」、またはプログラミング言語の学習を深め
る「WEBデベロップコース」などを選択して受講いただけます。

Kredoの授業紹介

WEBベーシックコースは、セブのKredo本校に留学する前に九州外語専門学校の授業の一部として
履修します。１日2時間、セブの半分のペースで徐々に耳を馴らしながら進めていただけます。
＊国際コミュニケーションコースの方は更に2コースを日本でご受講いただけます。



英語 × PHP × MySQLを一挙に習得！
IT業界の最前線を走るグローバルWEBプログラマーへ！

WEBデベロップコース

グローバルに活躍できるWEBプログラマーへ

「WEBデベロップコース」では「WEBベーシックコース」で学んだ基 礎 的なスキルを
もとに、PHPやMySQL、Bootstrapを用いた応用的なWEB制作スキルを学習します。
またGitを用いたプログラミング履歴の管理を学習し、自分の力で０からWEBサービス
を作ることが可能となります。

ビギナーからビジネスマンまで、実践的な授業で英語力向上。
世界で活躍できるグローバル人材へ！

マンツーマン/グループ英語

大量のアウトプットで“使える”英語を身につける

厳正な採用基準を突破した英語教員達とマンツーマン、少人数グループクラスで英語4
技能（読む、聞く、書く、話す）を徹底的に鍛えていくコースです。英語のシャワー
を毎日1日8時間たっぷりと浴び、日本で鍛える機会の少ないスピーキング力・リスニ
ング力を中心に鍛えていきます。

新コース：IT留学＆海外インターン

 1-2-3ヶ月のコース 　Bootstrapを使用し、PC/スマホなどの画面サイズの幅によって自動で見
た目が変わるレスポンシブに対応したWEBサイトや、表・お問い合わせフォームを作成します。
Gitによるプログラミング履歴共有管理システムに関する基礎知識、WordPressの基礎となるPHP
とMySQLを学習し、プログラミング知識のない初心者でも編集可能なフレームワークの制作をマ
スターします。また実際にWEBアプリケーションを開発。実践に近いITスキルを身につけます。

Bootstrap PHP / MySQL ブログアプリ開発

Bootstrapを使用し、PC/スマホなどの
画面サイズの幅によって自動で見た目
が変わるレスポンシブに対応したWEB
サイトの制作をします。

WordPressの基礎となるPHPとMySQL
を学習し、プログラミング知識のない
初心者でも編集可能なフレームワーク
の制作をマスターします。

これまでに学んだPHPと
MySQLを使用して、簡単
なブログアプリケーショ
ンを制作します。

オブジェクト指向 Git WEBアプリケーション開発

複雑なプログラムをより簡単に構築
するための考え方である、オブジェ
クト指向（OOP）を学習します。

WEB業界で広く使用されている、プロ
グラミング履歴共有管理システム
「Git」に関する基礎知識を身につけま
す。

今まで学んだ知識を応用し
て、教員と共にWEBアプリ
ケーションを開発します。

ビジネス英語
会議での発言や交渉の仕方などビ
ジネスシーンに相応しい言い回し
を学習します。ビジネスに特化し
た教 科 書を用いた授 業に加え、
CNN英語、TED、TOEICなどを準
備 してます。 海 外 で 活 躍 したい
方、英語を使った仕事に就きたい
方にオススメです。

IT英語
IT特 有の単 語や表 現を学 習しま
す。またFacebookやInstagramな
ど世界的なIT分野で活躍している
経営者のスピーチを通じて、IT業
界のトレンドを掴むこともできま
す。IT業界で活躍したい方、最先
端のIT分野に興味のある方にオス
スメです。

ジェネラル英語
トピック別英会話やトラベル英会
話など日常使用する会話表現を学
習します。また文法や発音矯正な
ど英語の基礎から鍛えることもで
きます。多 彩なカリキュラムの中
から目的やレベルに応じて選択可
能なので、初級者から上級者まで
オススメです。



インターン先のIT企業は？

※研修先は面談の上で決定されます。研修内容は研修先の企業ごとに異なります。
※上記は研修先の参考イメージです。実際に研修する企業は上記以外の企業になる可能性があります。提携先は今後も拡大予定です。

Kredoが提携しているIT企業のうち、日系で勢いのあるITオフショア拠点が主なインターン研修先となります。
スタッフの大半が外国人のため英語での勤務となるのはもちろんのこと、IT企業なのでITの基礎知識は欠かせません！
ただし、殆どの提携先でKredoの卒業生が働いているため、安心して研修いただける環境です。



海外で活躍するKredoの卒業生紹介

フリーターからブリッジSEへ！
日本での悶々とした日々から天職に出会った
鵜瀬 駿平さん：

福岡県出身。日本での窮屈な生活やマンネリ化した日常に飽き、そんな日々を変えるためにセブ島へ語学留
学。２校目としてKredoでのIT×英語留学を経験。

現在は日系最大級のオフショア企業Sprobe Inc.にてブリッジSEとして勤務。フィリピン人エンジニアと日本人
クライアントの橋渡しとして活躍中。

体験談：https://kredo.jp/interview/shunpei_use/

Kredo留学でSprobeへ！
卒業生の海外就職のリアル

池田壮真さん：

KredoのWebデベロップコースを卒業し、現在は
Sprobe.incでエンジニアとして活躍中。

フィリピン人と一緒にエンジニアとしてバリバリ
共同開発をする池田さんも、実はKredoに留学す
る前はごく一般の大学生からのスタート。

体験談：https://kredo.jp/interview/souma-ikeda/

「トビタテ！留学JAPAN」で
Kredo留学を決意。大学時代の挫折か
ら成功へ

上原大尚さん：

北海道大学院理系修士1年。「トビタテ！留学JAPAN」
を利用してKredoに留学。 

現在、Sun Asterisk株式会社にインターン勤務中。

体験談：https://kredo.jp/interview/hironao-uehara/

Kredo留学からLIGへ海外就職
新規事業に携わる卒業生のキャリア
藤原彩果さん：

IT×英語留学のKredoの「WEBデベロップコース」
を卒業したのち、 LIG Philippines Inc.に海外就
職。 今の業務はCEO Assistant/Secretary。

体験談：https://kredo.jp/interview/saika-fujiwara/

新コース：IT留学＆海外インターン

体験談は
こちら!



〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門 1-5-2　TEL／092-721-5020　FAX／092-714-0657

https://www.kyushu-gaigo.com/


