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充実の環境で、確実に英語力を身につける。
CDU ESL センターのフィリピン・セブ 島英語留学。

本気で英語を身につけたいあなたへ
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フィリピンを代表する医科大学の付設語学学校。
恵まれた学習環境で、充実したカリキュラム。　

フィリピン最高の医科大学の付設語学学校

フィリピン政府認定の公式教育機関

▲  

詳しくは、9ページへ 

▲  

詳しくは、19ページへ 

▲  

詳しくは、17ページへ 

▲  

詳しくは、7ページへ 

▲  

詳しくは、19ページへ 

▲  

詳しくは、20・25ページへ 

▲  

詳しくは、20ページへ 

▲  

詳しくは、13ページへ 

▲  

詳しくは、11・17ページへ 

▲  

詳しくは、21ページへ 

多様な選択が可能なプログラム

恵まれた施設

治安の良いエリア

広くて住みやすい学生寮

１日を大切にするスケジュール

CDU大学生との交流

ショッピングモールが近くにある便利な立地

充実した施設とサービス

スピーキング重視のプログラム

CDU ESL センターについて

フィリピンで高い評価を維持し続ける、セブを代表する医科大学
Cebu	Doctors'	University。世界保健機構の“世界有名医科大学全
集”にも掲載されたこの大学は、6つの付属病院も経営しています。

CDU	ESLセンターは、2009年にCebu	Doctors'	University付設
の語学学校となりました。フィリピン移民局にも公式に登録され、
英語を第二言語として学びたい方のための学校です。

合計9つの多様なプログラムがあり、個人のニーズに合ったオーダーメイドの授業を受ける
ことができます。

大きな医科大学が隣にある影響で、周辺地域が学習に向いた環境になってい
ます。寮には約200人近くのCDUの学生が暮らしており、同じ生活空間を
堪能できます。積極的に会話することで友達を作りやすい環境です。

CDU周辺は一般住民がほとんど住んでおらず、他の地域に比べて車や人の
数は断然少ない地域です。道幅も広く、セブの中では洗練されて落ち着いた
環境のため、安心して日常生活を送ることができます。

約11畳もの余裕のある広い部屋は、トイレとバスも別々で快適です。デスク・イ
ス・クローゼット・エアコン・冷蔵庫・洗面所・インターネット無線LANなども完
備。1人部屋・2人部屋・3人部屋のタイプから選ぶことができます。

マングローブ植樹、孤児院ボランティアなどを通じてさまざまな社会貢献活動が可能です。いろいろな
国籍の学生と一緒に英語での生活を自然と学ぶことができ、多様な文化を体験する機会にもなります。

主な国籍は日本、韓国、台湾になり、授業中はもちろん日常生活においても自然と英語を
話す環境になります。語学だけでなく、フィリピンやその他の国の文化も学ぶことがで
きるので、ベストな留学と言えます。

オーストラリア・ニュージーランドにて長年語学学校運営に携わる教育グループ“カレッ
ジハウスグループ”（シドニーカレッジオブイングリッシュ、アクセスランゲージセンター、
ドミニオンイングリッシュスクールズ）に属しているので実績はもちろんのこと、経営面
でも安心できます。

担当講師システムとチーム別管理を行っているため、入学から卒業まで生徒１人１人丁
寧にケアしています。さらに、日本人スタッフが常駐しているので、学校生活や日常生活
で困ったことがあっても、いつでも相談できます。

学生寮では男女の部屋を完全にフロアで分けているため、安心かつ集中して学習すること
ができます。また厳しい門限を設定することで、生徒の安全と規則正しい生活を送ること
ができます。

生徒の出入りを24時間管理する、最新の指紋認証システムを採用しています。慣れない
異国の土地での生活も昼夜を問わず、安心して過ごすことができます。

授業スケジュールは基本的に16時 50分に終わるように組まれており、中抜けの
ような日中の無駄な時間はありません。放課後はアクティビティに参加したり、自
習時間や休息時間にしたりと1日の時間を大切にしています。

スポーツイベントやフェスティバルなどの学校行事に参加できたり、学校が
主催する「カフェ・トーキング」のアクティビティも毎週 1回開催。CDU
学生やESLの他国の生徒と気軽に会話を楽しみ、異文化交流できます。

放課後や週末に気軽に行くことができるショッピングモール「パークモー
ル」。スーパー・カフェ・雑貨・両替所などがあり、多くの学生が利用してい
ます。学校からシャトルサービスもあるため、とても便利です。

食堂では日本人の口にも合うようメニュー構成され、ブッフェ式で提供していま
す。自習室はもちろん、カフェや中庭テラスでバトミントンをして気分転換も。
日々の疲れを癒すマッサージルームやクリニックもあるので健康面でも安心です。

マンツーマン授業は基本的に最大6時間のクラスで、これはフィリピンの英語留
学の最大の長所です。自分自身のペースで進めることができるため、スピーキン
グが弱い日本人には理想的な授業方式と言えます。

CDU ESL センター  学校長
ジュビリン・ネブリア

CDU ESL センターはこんな学校です！
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充実したカリキュラム

快適な学生寮・施設環境

盛んなアクティビティ・ボランティア活動

バランスのよい学生の国籍

日本人スタッフ常駐で、安心の生活

学業に専念できる学生ルール

最新設備で、万全のセキュリティ管理

安心と実績のカレッジハウスグループ校

CDU大学に隣接する好環境

落ち着いた学校周辺の環境

CDU	ESLセンターは、英語を
学ぶだけではなく、一人ひとりの
成長と可能性を最大限にサポー
トし、あなたの夢を応援する学校
です。様々な国の学生との英語
でのコミュニケーションは、自信
につながるでしょう。あなたに出
会える日を心待ちにしています。

セブ島留学なら
CDU ESL センター !

選ばれる
10の理由
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太平洋に浮かぶ7,107もの島々からなる国で、アジア特有の雰囲気
が味わえる大都市・マニラや美しく快適なビーチリゾート・セブが
有名です。豊かな大自然、マリンスポーツ、エステ、ショッピングな
ど、フィリピンは様々なアクティビティが楽しめるリゾートアイラ
ンド。日本からセブまでは約4	時間30分。時差も1	時間しかあり
ません。国土は日本の約8	割の大きさ。国語はタガログ語、公用語
はタガログ語と英語。他にも約80	もの言語があります。フィリピ
ン人は常に明るくフレンドリーでのんびりした性格です。

セブ島（英語:	Cebu	Island）は、フィリピン中部のビサ
ヤ諸島にある島で、南北に225km	にわたって伸びる細長
くて大きな島です。ビサヤ諸島の中心地であるセブ州は、
セブ島、マクタン島など計167	の島々で構成されていて、
州都はセブ・シティ。マニラの南約562km	に位置し、世
界的なリゾートアイランドであり、フィリピン屈指の避暑
地として知られています。

セブ島を中心としたメトロ･セブは、7つの市と6つの町
から構成され、マニラに次ぐ人口第2位の大都市圏です。
近代的な施設も多く、フィリピン最大のショッピングモー
ルなどがあるので生活をするのにとても便利です。

セブ市内には「アヤラセンター」と「ＳＭシティモー
ル」の2	つの大型ショッピングモールがあります。
ともに洋服、雑貨、レストラン、電化製品など様々な
ショップが300以上もあり、日本にあるショッピング
センターよりも大きいです。休日になると多くの人
が利用しています。しかも入り口には警備員が常駐
しており、簡単な荷物検査もあるので安心です。また
他にも、各エリアにショッピングセンターがあり、気
軽に楽しめます。

空港があるマクタン島にはホテルをはじめとするリゾー
ト施設が充実しており、シュノーケリングやスキューバダ
イビング、パラセーリングなどのマリンスポーツが楽しめ
ます。熱帯雨林気候に属しているため、セブ島は１年を通
じて気温、湿度ともに高い気候です。雨季と乾季の差がそ
れほどなく、一年中アクティビティが楽しめることが特徴
です。年間を通じて日本の夏服で問題ありません。

フィリピンはこんなところ

セブ島まで飛行機で
東京・大阪・名古屋から約 4時間 30分

メトロ ･ セブ
（セブ市、マンダウエ市、ラプラプ市、タリサイ市）

ショッピングセンター

マクタン島

セブ島ってどんなところ？
フィリピン・セブ島の
基本情報を紹介します！

フィリピン・セブ島の紹介

セブ市内は人が多く、車・バイクなどかなりの交通量
があり活気に溢れています。しかし、信号機が少なく、
車両が入り乱れて走っているので注意しましょう。
地方に行くと交通量は少ないですが、治安面で心配に
なります。必ず行動はタクシーを利用しましょう。

セブ市街の様子

セブ島はこんなところ

Cebu Island
日本から近く、美しい海に囲まれたセブ島。
東西の文化が融合する、魅力的なリゾート地です。

Cebu Island



7 8

CDU	ESLセンターでは、マンツーマンレッスン主体の授業を行います。授業の半分以上
は自分で英語を話さなければいけません。カタコトの英語でもよいのです。重要なのは
自分の声を発し、自分の声を耳にすること。それが、英語習得の近道になります。1クラ
スに10～15人が参加する欧米留学のレッスンでは、声を発することができる時間はわ
ずかです。それに比べマンツーマンレッスンは、リスニング力とスピーキング力向上に
とても効果的です。クラスメイトを気にせずに、わからないことをすぐに質問できる環
境にあります。スピーキングが苦手な日本人にとって最適なレッスン方法です。

英語が学べるのは、授業中だけではありません。日常生活のあらゆる場面で英語にふれ
られるのはもちろん、フィリピン人医学生と気軽に英会話を楽しめるアクティビティも
あります。また、ボランティア活動でも現地の人と話す機会が豊富です。いろいろな人
と会話ができ、自然と活きた英語が身につく、とても嬉しい環境です。

東京、名古屋、大阪からセブ島まで直行便があり、わずか4時間30分ほど。10時間以上
かかる欧米に比べて、飛行機のチケット代も安く、入国してからビザを取得できるので、
日本から事前に申請する必要がないのも大きなメリットの一つです。また、フィリピン
との時差は1時間しかないので時差ボケに悩むこともありません。さらに、CDU	ESLセ
ンターなら、マクタン・セブ国際空港から車でわずか約20分。好アクセスで移動時間が
少ないため、できるだけ留学期間を短くしたい社会人にも大変人気です。

一番気になる留学費用は、欧米留学に比べ3分の2くらいです。また生活面においては、
欧米では交通費・昼食代・お小遣いなどの生活費で月に5万～7万円はかかってしまいま
す。しかし、フィリピンでは日本の３分の１以下の物価水準のため、生活必需品などの物
価も格安で、月のお小遣いも１～２万円あれば十分に楽しく生活ができます。

フィリピン留学は2000年ごろから韓国で始まりました。そのため留学先の学校は韓国資本が主でした。しかし、今は多くの日本人も
フィリピン留学をするため、日本資本の学校も増えてきています。韓国資本と日本資本ではそれぞれ特徴があり、大きな違いは生徒
の国籍割合です。韓国資本であれば主に韓国人。日本資本であれば主に日本人。学校によっては日本人100％という学校もあります。
国籍割合の多さで食事内容や、学校ルール、サービスなどが変わってきます。CDU	ESLセンターの資本比率は日本と韓国それぞれ50％
ずつで、平均日本人割合40％、韓国40％、その他20％とバランスの良い国籍割合です。またフィリピン人医学生も生活しています
ので国際色豊かな環境です。CDU	ESLセンターでは、せっかく海外留学に来たのに、周りは日本人ばかりといったことはありません。

1日6レッスン～10レッスンあるCDU	ESLの授業プログラムでは、朝から夕方もしく
は夜までしっかりと勉強します。欧米留学では、夕方前に終わるのが基本プログラムで
すので、CDU	ESLセンター留学の1日の授業時間が長いことがわかります。

レッスン内容

日本から近い

マンツーマンレッスンなので、スピーキング時間が長い。
シャイな日本人でも積極的に話せる！

POINT

アクティビティやボランティア活動もあり、
現地の人ともふれあいながら、活きた英語が身につく！

欧米留学に比べて、留学費用も現地の生活費も圧倒的に安い！

セブ島までわずか4時間半！
飛行機の移動時間が少なく、時差ボケもありません。

授業時間も朝から晩までしっかり確保できる！
短期間で確実に英語を身につけるのに最適な環境。

デメリット
あえてあげると…

比べるとよく分かる！
CDU ESLセンターへの留学はメリットがいっぱい。

欧米留学との比較

学校資本と学生の国籍Column

留 学 費 用

授 業 時 間

欧米留学と比較して、低価格でマンツーマン主体の授業を
長時間確保できるフィリピン留学は、短期集中で確実に
英語をものにしたい方にうってつけの英語留学です。

〈CDU ESLセンター〉マンツーマンレッスン〈欧米〉グループレッスン

欧米留学 CDU ESLセンター留学

CDU周辺は人も少なく落ち着いた環境ですが、セブ島の中には治安の悪い地域はあります。
ジーンズなどのうしろポケットに財布や携帯を入れていると、スリに遭う可能性も高まります。
街に出かけるときは十分に気をつけ、一人では歩かないようにしてください。

※上記の費用は平均的な留学費用になります。

※上記の時間は平均的な授業時間になります。

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月

1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月

CDU	ESLセンター留学■
欧米留学■

160

140

120

100

80

60

40

20

0

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

単位：万円CDU ESLセンター留学と欧米留学の費用比較
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英語に自信がなかった生徒が、約9ヶ月間で
TOEIC 800点前後まで成績をアップさせています！

マンツーマンレッスンが1日 6レッスンと会話中心。個々のレベル・ペースで授業が行われ、短期間に会話力を上げたい方
に最適であり、最も人気があるコースです。選択授業では、自分の興味がある分野の科目が重点的に学べます。

読む・書く・聞く・話すの英語の基本をバランス良く学習します。マンツーマンレッスンもほどよく4レッスンあり、さら
に少人数クラスのグループレッスンが2レッスン。英語初心者にも安心な授業スケジュールです。

ビジネス用語、交渉、商談、ビジネスコミュニケーションなどを学び、時事問題などを取り入れプレゼンテーションスキル、
ディスカッションスキルを向上させます。実際のビジネス現場で必要な英語力を身につけます。

目標スコアの取得のため、問題の分析、傾向、対策による質の高い専門的な指導が受けることができ、必要な英語スキルを身
につけます。

毎月１回、月末の最終金曜日に学力のレベルチェックテストを行います。テストの結果は、実施の翌週にお渡しするテスト成績表で確
認することができます。テスト成績表では、入学当初と月末のレベルチェックテストの点数の比較、ライティング、リスニング、スピー
キングの各分野ごとの点数、授業の出席率や先生からのコメントが記載されます。

※CDU	ESL	センター内のレベルチェックテストの結果から、目安としてTOEICの点数を算出したものです。

1日10レッスンと集中したTOEIC対策プログラム。最も効率的にスコアアップを目指し、短期間で高得点を取りたい人に
はパーフェクトな内容です。

スピーキング力に重点を置き、夜の授業まである1日 9レッスンのコース。2レッスンのプレゼンテーション授業は英語に対
する自信を高め、ビジネスでも通用するプレゼンスキルを習得します。平日は外出禁止と徹底した管理の下で行われます。

基礎的な語学力をしっかり身につける！
授業時間も短めで、自由時間も充実。

マンツーマンレッスン重視で会話力UP！
一番人気のコース。

実践的なビジネス英語スキルを身につける！
仕事で英語が必要な方、英語専科の学生向け。

海外進学に必要なIELTS集中コース！
試験問題の分析をもとに行う授業。

TOEICスコアを短期間でアップ！
月例・週１回のテストで習得状態を管理。

プレゼンテーションクラスで自信獲得！
短期間で最高の実力向上を目指す。 1 2 3 4 昼食 5 6 7 8 夕食 9 10

8:00-8:50 9:00-9:50 10:00-10:50 11:00-11:50 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 16:00-16:50 18:00-18:50 19:00-19:50

Personal Speaking Course M M M M 1：4 1：4
Intensive Speaking Course M M M M M M 選択 選択

Power Speaking Course M M M M M 1：4 1：4 プレゼン プレゼン
Business Course M M M 1：4 1：8 1：8 1：16 1：16

TOEIC Test Preparation Program M M M M M 1：4 1：4 1：8 特別 特別
IELTS Test Preparation Program M M M M M 1：4 1：8 1：8 特別 特別

マンツーマンレッスンM 選択科目選択 模擬試験、コンピュータレッスン、問題集特別グループレッスン1:4 1:8 1:16

●
●
●

●
● ●

●
●

●

マンツーマンクラス

マンツーマンクラス

1日6レッスン

1日4レッスン

●カンバセーション
●シチュエーションダイアログ
●リーディング/ライティング ●文法
●リスニング ●ディスカッション

●カンバセーション
●シチュエーションダイアログ
●リーディング/ライティング
●文法

●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●

充実の授業内容、目的に合ったコースをお選びいただけます。
カリキュラム紹介 1

１日のサンプルスケジュール

テストと成績表

日本人生徒のテスト平均値（2015年 1〜4月）
月 間 入学時 1ヶ月後 2ヶ月後 3ヶ月後 4ヶ月後 5ヶ月後 6ヶ月後 7ヶ月後 8ヶ月後 9ヶ月後 10ヶ月後

レベルチェックテスト 35 46 58 62 68 74 79 82 85 89 92
 TOEICレベル評価※ 330 430 530 580 640 690 720 750 780 800 830

45
レッスン

（37.5時間）
※1レッスン50分

週

40
レッスン

（33.3時間）
※1レッスン50分

週

50
レッスン

（41.6時間）

50
レッスン

（41.6時間）

40
レッスン

（33.3時間）

30
レッスン

（25時間）
※1レッスン50分

※1レッスン50分※1レッスン50分

※1レッスン50分

週

週週

週

※スケジュールは個人によって多少異なります。

1ヶ月で
100点満点中、
10点アップ

1ヶ月で
100点アップ

Personal Speaking Course

Intensive Speaking Course

Power Speaking Course

Business Course

TOEIC Test Preparation Program

IELTS Test Preparation Program

Personal Speaking Course

Intensive Speaking Course

Power Speaking Course

Business Course

TOEIC Test Preparation Program

IELTS Test Preparation Program
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本校の母体はフィリピンにて高い評価を維持し6つの大学病院を
持つ、セブ医科大学（Cebu Doctors’ University ）であり医療
英語を学ぶには、もってこいの環境です。セブ医科大学出身者、医
療業務経験者の講師により、常に魅力ある授業を提供しています。
マンツーマンレッスンでは、正確なコミュニケーション力を学び、医
療に関連する医学知識や用語のほか、実際に使われている医療関
連の会話集を学びます。グループレッスンでは、様々な状況に応じ
た医療関連のロールプレイなど、現場を意識したレッスンを行いま
す。また週 1回行われるアクティビティも魅力のひとつ。セブ医
科大学の施設見学、大学病院の見学、セブ医科大学の学生とコミュ
ニケーションの場を設けて意見交換や異文化交流を行っています。

医科大学付設の語学学校ならではの専門性の高い
カリキュラム。現地医学生との交流も充実。

マンツーマンクラス

1日3レッスン
●カンバセーション
●リーディング
●ライティング
●リスニング

●

1日のサンプルスケジュール

1 2 3 4

昼食

5 6 7 8
8:00-8:50 9:00-9:50 10:00-10:50 11:00-11:50 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 16:00-16:50

一般英語
(カンバセーション)

一般英語
(リーディング/
ライティング)

医療英語
(ボキャブラリー )

医療英語
(ライティング)

医療英語
(ロールプレイ等)

一般英語
(リスニング/
スピーキング)

自習
アクティビティ（週1回）

(大学見学・病院見学・医大生との交流)

マンツーマン
レッスン

マンツーマン
レッスン

マンツーマン
レッスン

マンツーマン
レッスン

1：4グループ
レッスン

1：4グループ
レッスン

1 2 3 4

昼食

5 6
8:00-8:50 9:00-9:50 10:00-10:50 11:00-11:50 13:00-13:50 14:00-14:50

カンバセーション シチュエーション
ダイアログ

リーディング
ライティング

文法

マンツーマン
レッスン

マンツーマン
レッスン

マンツーマン
レッスン

マンツーマン
レッスン

ゴルフ
レッスン

ゴルフ
レッスン

1 2 3 4

昼食

5 6 7 8
8:00-8:50 9:00-9:50 10:00-10:50 11:00-11:50 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 16:00-16:50

子 フリータイム
一般英語

(カンバセーション)
一般英語

(リーディング/ライティング）
一般英語
(リスニング) リスニング ディスカッション

フリータイム フリータイム

親 フリータイム
一般英語

(カンバセーション)
一般英語

(リーディング/ライティング）
一般英語
(リスニング)

フリータイム フリータイム フリータイム フリータイム

一般英語に加え、ティーチングプロを通じた専門的なゴルフトレーニング進行、練習場レッスン、そしてゴルフコース実習
まで、一度に満たすことができるプログラムです。

親子で個別のレッスンを行ないます。お子様
はしっかりレッスン。お父様、お母様は少しの
レッスンの後、自由な時間をゆっくりと過ごし
て頂けます。セブ島の美しい自然を満喫する
アクティビティも楽しむこともできます。

（6歳〜15歳のお子様対象）

英語学習だけでなく、ゴルフレッスンも行う自由な雰囲気の研修。

親子で安心の留学、
自由な時間も楽しめます。

親向けプログラム子供向けプログラム

専門性のある特別なコースも。
CDU ESL センターならではのプログラムです。

カリキュラム紹介 2

マンツーマン
レッスン

マンツーマン
レッスン

マンツーマン
レッスン

マンツーマン
レッスン

マンツーマン
レッスン

マンツーマン
レッスン

グループ
レッスン

グループ
レッスン

1日のサンプルスケジュール

1日のサンプルスケジュール

30
レッスン

（25時間）
※1レッスン50分

週

25
レッスン

（20時間50分）
※1レッスン
50分

週 15
レッスン

（12時間30分）
※1レッスン
50分

週

30
レッスン

（25時間）
※1レッスン50分

週

セブ医科大学の様子

レッスンの様子

※ショッピング、マッサージ、エステなど自由にお過ごしください。

Medical English Course Global Golf Course

Family English Course

Medical English Course Global Golf Course

Family English Course 
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CDU ESLセンターなら
グループ校への留学で特典いっぱい！
さらに充実した2カ国留学になります。

1カ国目のセブ留学の魅力は何と言っても「マンツーマンレッスン」。スピーキン
グ力が集中して学べます。「授業料の安さ」と「授業時間の長さ」が魅力的。短期集
中で学ぶには効率のよい留学都市です。2カ国目の留学ではセブ留学で学んだ英語
力により磨きをかけ、ネイティブスピーカーとのコミュニケーションを楽しみ、生
活を通して英語を使いましょう！

グループ授業中心の欧米留学に比べて、密度の高い授業が長時間あり、しかも費用は安い。
基礎も応用も学べる2カ国留学で、効率よくお得に英語習得ができます。

● 基礎学力を身につける
● マンツーマンレッスン中心
● スピーキング力アップ
● 長時間のしっかり授業

CDU	ESLセンターでは、カレッジハウスグループの語学学校との2カ国留学ができます。オーストラリアと
ニュージーランドにあるこれらのグループ学校への留学を組み合わせることで語学習得の「時間」・「費用」・
「内容」の効率も断然よくなります。また、うれしい特典も多数ついてきます。

日本出発

CDU ESL
センター

フィリピン
セブ島

1カ国目

8週間〜12週間

オーストラリア
シドニー

ニュージーランド
オークランド

フィリピンセブ島
CDU ESLセンター

これまで25年以上に渡り、質の高い私立英語学校として国際的に
高い評価を受けています。バラエティ豊かなコースを提供しており、
学生が楽しみながら最大限かつ効率的に学習できる学校です。学生
の生涯のキャリアを視野に入れたサポートや、様々な国の学生との
友情、世界で最も美しい街シドニーでのかけがえのない生活など、
充実した日々を経験できます。

「高品質な授業をリーズナブルな授業料で」をモットーに、シドニーの
中心地に設立されました。初級から上級まで６レベルに分かれており、
一人ひとりの目的に合ったコースを受講できます。会話中心の授業編
成で、世界中の人々と英語でコミュニケーションできる学生を育てて
いるのが特徴です。シドニーの魅力を体験できるアクティビィティや
学生生活のサポートも充実しています。

シドニー
カレッジオブ

イングリッシュ
Sydney College of 

English

ドミニオン
イングリッシュ

スクールズ
Dominion English 

Schools

● 世界各国出身の学生との
　コミュニケーション
● 英語力に磨きをかける
● 生活の中で英会話を楽しむ
● 英語を使って仕事をする

2カ国目
オーストラリア・ニュージーランド

「時間」・「費用」・「内容」を効率よく学ぶ2カ国留学！
CDU ESLセンターならグループ校もあり、大変お得です。

２カ国留学のすすめ

フィリピン・セブで
集中してしっかり英語を学び1
オーストラリアやニュージーランドで
実践する！2

Dominion English Schools

Access Language Centre

ドミニオンイングリッシュスクールズ

カレッジハウスグループの語学学校

アクセスランゲージセンター
Sydney College of English
シドニーカレッジオブイングリッシュ

効率のよい語学習得、2カ国留学のおすすめスケジュール

授業時間は長くて、費用は安い 2カ国留学

特典いっぱい！カレッジハウスグループの 2カ国留学（2カ国合計 16 週間以上留学で）

8週間〜48週間

●ボランティア無料参加
（マングローブ、孤児院、老人介護のうち1つ）
● CDU寮の部屋を無料でワンランクアップ

（3人部屋お申込みで2人部屋をご案内もしくは
2人部屋お申込みで1人部屋をご案内）

●入学金無料
●銀行口座開設サポート
●シェアハウス探しのアドバイス
●仕事探しのアドバイス、履歴書の書き方・添削
● TAXナンバー取得のアドバイス

CDU ESLセンター 2カ国目の語学学校
特典

ドミニオンは1969年に創設されたニュージーランドで最も古い歴
史を持つ英語学校の一つです。初級から上級まで幅広いレベル編成
と少人数制のクラス構成が特徴で、30カ国以上から集まる学生と
共に、英語力を高めることができます。キャンパスもオークランド
の中心街にあり、ウォーターフロントにも近く、交通機関・お店・
レストランの利用にも便利な環境です。

アクセス
ランゲージセンター

Access Language 
Centre

※上記の時間・費用は平均的な数値になります。

600 500 400 300 200 100 0 20 40 60 80 100 120 140 1600

単位：時間 単位：万円

欧米4ヶ月

セブ島2ヶ月＋
オーストラリアorニュージーランド2ヶ月

セブ島3ヶ月＋
オーストラリアorニュージーランド1ヶ月

授業時間の比較 留学費用の比較

534時間 80万円

90万円

105万円

468時間

336時間
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 7：00 食堂にて朝食
 8：00 休憩
 8：30 ビザ申請書、オリエンテーション、 
  レベルテスト
 12：00 各自食堂にて昼食
  （昼食後 1階受付前にて集合）
 13：00 学校案内（規則・各教室）、
  セキュリティ登録（指紋認証）、
  パークモールショッピングセンター
  への案内
 14：00 Aグループ：マンツーマンレッスン
  Bグループ：小グループレッスン
  Cグループ：大グループレッスン

 15：00 Aグループ：大グループレッスン
  Bグループ：マンツーマンレッスン
  Cグループ：小グループレッスン

 16：00 Aグループ：小グループレッスン
  Bグループ：大グループレッスン
  Cグループ：マンツーマンレッスン
 17：00 各自食堂にて夕食
 18：00 翌日の授業スケジュールの配布
 19：00 各自自由
※初日レッスンのみ事前に振り分けしたグループ
でのレッスン。

 7：00 食堂にて朝食
 8：00 休憩（レッスン準備）
 9：00 マンツーマンレッスン
 10：00 グループレッスン
  （レベルにより1クラス約10名）
 11：00 マンツーマンレッスン
 12：00 食堂にて昼食
 

13：00  グループレッスン
  （レベルにより1クラス約10名）
14：00 グループレッスン
 （レベルにより1クラス約5名）
15：00 マンツーマンレッスン
16：00 マンツーマンレッスン
17：00 食堂にて夕食
18：00 各自自由（自習室、アクティビティ）

※授業スケジュールは受講生のレベルによって
    時間は前後します。

 8：00 食堂にて朝食
 8：45 市内観光もしくは、ボランティア活動など
 12：30 食堂にて昼食
 13：30 休憩
 14：30 SMショッピングモールにてお買い物
 16：30 卒業セレモニー
  （卒業証書授与、一言スピーチなど）
  ※金曜日の夕方に行う場合もあります。
 18：00 食堂にて夕食
 19：00 各自自由（帰国準備など）

8：00 食堂にて朝食
9：00 鍵を返却し、
 学校バンもしくはマイクロバスに乗車
9：30 セブ空港へ出発

日曜日 日本出発！

月曜日
オリエンテーション・レッスン開始！

火〜金曜日   頑張ってレッスン！

土曜日  市内観光・卒業セレモニー充実の設備とプログラムでグループの留学も満足の内容！
周辺の環境も落着いているので安心です。

　グループ留学の紹介

Mon

Tue
Wed Thu

Fri

Sat

Sun Sun

18：20 セブ空港到着
 学校バンもしくはマイクロバスにて送迎
19：30 鍵の渡し、施設の使用案内など

大人数のグループでの留学でも、マンツーマンとグループでしっかりレッスン。初日の月曜日からレッスンを実施する
ので時間を無駄にしません。週末はボランティア、1日ツアー、市内ツアー、当校の環境をいかしたフィリピン人医学生
との異文化交流など、各種アクティビティも行っており、レッスン以外の英会話活動も充実しています。医科大学付設
学校で医療施設も確保されているので、万が一留学中に体調を崩しても安心です。

いよいよ出発。
ちょっと

ドキドキするけど、
頑張るぞ！

初めての
外国人の先生との
マンツーマンレッスン。
上手くできる
かなあ。

あっという間に
レッスンも最終日。
もっとレッスンを
続ければ、うまく
なれると思う。

とてもいい経験
になった！
また海外に出て
行けたらいいな。

ちょっと
英会話の感覚が
つかめてきた
気がするぞ！

ボランティア
活動に参加して、
感じる異文化。
世界は広くて
面白い。

日曜日 
帰国の途へ。お疲れさまでした！

 グループ留学 1週間のスケジュール グループ留学 1週間のスケジュール

※グループ留学のプログラム内容は、ご希望に応じてアレンジ可能です。
　詳細はご相談ください。
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CDU	ESLセンターの魅力の一つであるフィリピン人医学生
との同じ寮での共同生活。中庭やカフェでフィリピン人医学
生の多くが友達と会話したり、インターネットをしたり、大
学の課題をしたりと毎夜自由な時間を過ごしています。積極
的な学生は自分から話しかけ、英語の練習や異文化交流など
を通して、たくさんの友達を作っています。

いろいろなボランティアを通して、フィリピンを知り、途上国の
現状を知ることができます。恵まれた環境の日本で自分が生きて
いることを再認識し、今後の積極的な社会貢献へとつながります。

ちょっと自分からは不安！？できるかな！？そんなESL	センター
の学生のために、毎週1	回学校が主催する「カフェ ･トーキング」
のアクティビティがあります。学校が用意するスナックやドリン
ク片手に、気軽にフィリピン人医学生と会話を楽しみ、異文化交流
できる有意義な時間です。フィリピン人医学生だけでなく、同じ
ESL	センターの他国の学生とも友達になれるチャンスです。

マングローブは、熱帯・亜熱帯の河口や干潟などの潮間帯に
生い茂る植物の総称です。フィリピンではマングローブの
減少が著しく、フィリピンも含め東南アジアではマングロー
ブの回復は重要な課題です。ボランティアでは、地元の住民
と一緒に植樹の環境活動を行っています。

孤児院にいる子供たちは、貧困、身体・精神的虐待、育児放棄、
親が犯罪加害者など、いろいろな事情で生活をしています。
ボランティアでは、洗濯や掃除をしたり、食事を与えたり、
子供と遊んだりなど、施設の運営のお手伝いを行います。

マングローブには大きな役割が
あり、貝類、魚類、両生類、鳥類
の住処となり大切な食糧にも関
係します。高波や津波から人々
を守る役目や光合成で地球温暖
化防止にも役立っています。

老人ホームで介護スタッフのアシスタントを行います。お話しの
相手、アクティビティのお手伝い、食事の準備、車椅子による移動、
清掃、着替え、ベッドメーキング、入浴介護など多岐にわたります。
介護ボランティアの知識や経験がない方でも参加が可能です。

セブで一番人気のツアーといえば、バンカーボートと呼ばれるフィ
リピン独特のボートに乗って、周辺の島々を巡るツアー。ちょっと
したクルーズ気分が味わえ、透明度が高く美しい海でのシュノーケ
リングや、島々に上陸してのバーベキューやフルーツのランチ、ビー
チでのんびり過ごすなど、思い思いの時間を過ごすことができます。

船でボホール島へ。血盟記念碑、スペイン統治時代の
教会を巡り、メガネザル「ターシャ」に会った後は、屋
形船でロボック川をクルージング。その後、214段の
階段の先にある展望台からチョコレート・ヒルを眺め
ます。ボホールの見どころを詰め込んだ盛りだくさん
のツアーで、ほとんどの旅行会社から申込みできます。

ジンベイザメは大きいものでは体長約13ｍもある、世界で
一番大きい魚。そのジンベイザメを間近で見られるのです。
2011年夏以来、セブ島南端の街オスロブの近郊海域でほぼ毎
日目撃されていて、多い時には十匹以上も。サメといっても
プランクトンを主食とし、人に危害を与えることはないので、
一緒に泳ぐという夢のようなことも可能です。

マングローブ植樹ボランティア

孤児院ボランティア

老人介護ボランティア

アイランドホッピング

ボホール島日帰りツアー

ジンベイザメに出会うツアー

カフェ・トーキング

アクティビティ

ボランティア

ツアー

フレンドリーな現地医学生や
他国の学生との楽しい交流がある！

ボランティアを通じて、現地を知る。
社会に貢献する。

世界的なリゾート地ならではの、
贅沢なリフレッシュ！

授業以外もセブ島ならではの体験が充実！
他国の学生や現地の人たちと楽しく異文化交流。

課外活動の紹介

フィリピン人
医学生はとても
フレンドリー！

せっかくセブ島に
来たのなら、ぜひ

楽しんでもらいたい
ですね！

現地住民との交流で
活きた英語を使って

会話をすることも勉強に
なります。

ナシエル先生

ジュンジュン先生

語学レッスンだけでは
なく、ボランティア活動に

参加した経験で意識が
変わりました。



トイレ・バス別で
いいね！
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フィールトークラウンジカフェテリアでは、
スナック・ジュースなどを販売。友達と集
まって雑談をしたり、勉強をしたりと、多
くの学生が利用しています。23時までオー
プンしているのも、魅力的です。

スナックやジュースなど
を販売。日本のお菓子と
の違いを味わいながら、
ちょっと休憩するのに
ピッタリです。

英語以外の言語を使うとペナル
ティーが発生するほど、徹底し
た英語を学ぶための環境です。

サービスカウンター窓口では電気代
やVISA等の支払いができ、カウンセ
リングオフィスには日本人スタッフ
が常駐していますので、困ったことが
あればいつ
でも相談で
きます。

学校内の設備の管理を
しているウェンデルさん。
気さくでとっても親切！

ガードマンのチャパ
さん。いつも笑顔で
挨拶してくれる。

校内に看護師が駐在しており、健康管
理も万全。病状がよくない場合でも、
看護師と日本人スタッフが病院に付
き添ってくれるので安心です。

1:1講義室152室、グループ講義室
42室と充実しております。寮と同じ
建物内にあり通学時間がかからない
ので、時間を無駄にしません。

一つひとつ仕切りで囲まれた机なの
で、他の人を気にすることなく勉強
に集中できます。有線の LANもあ
るので、インターネットで調べ物を
するのも便利です。

部屋は約11畳と広く、トイレとバスが
別なのも嬉しいポイント。デスク・ク
ローゼット・エアコン・冷蔵庫・洗面所
が完備され、部屋もきれいで快適です。

異国での生活で心配なのは、やはり毎
日の食事です。フィリピン料理を中
心に多国籍料理を提供。ブッフェ式
だから、いろいろな味が楽しめます。
200人も入るほどの広さなので、ゆっ
たりと友達と食べながら、会話も弾み
そうです。

収容人数200人の大きな食堂

いつも賑わうオープンテラス席

2人部屋

1人部屋

店内はみんなの憩いの場

日本ではお目にかから
ないお菓子

メニューは、各国の留学生が食べやすい多国籍料理。おかわり自由。

1：1講義室

グループ講義室

●	男女の寮を完全にフロア分けし、異性の部屋への出入禁止
●	規則正しい生活のための厳しい門限
　（日～木：22時、金・土・祝日前：24時）
●	講師との外出は学校の許可が必要
●	外泊は外泊届けと証明書（ホテルのレシート等）が必要
●	校内へのアルコール持ち込み禁止
●	喫煙は喫煙所のみ許可
●	調理器具や電気ストーブなどの可燃性家電は持ち込み不可
●	指紋認証システムで、生徒の出入りを24時間管理

食  堂

クリニック

教 室 棟

1ビルディング
2ビルディング 3ビルディング

4ビルディング

ランドリーサービス

売  店

カフェテリア

自 習 室

スチューデントサービス

安全に生活を送るための学生ルール

設備の整った環境で、学習に集中もできる。リラックスもできる。
充実した安心・快適な学生生活！

学校内施設の紹介

週2回受付があるランドリーサービ
スは、2日後に受け取ることができ、
大変便利です。

校内数カ所にウォーターサーバーが
設置されているので、手軽に給水できます。

ミネラルウォーター

メインゲート・寮入口にあり生
徒の出入りを管理しています。

2名のガードマンが常に監視・
巡回しているので安全です。

24時間セキュリティ指紋認証システム

セキュリティ

イングリッシュ
オンリーゾーン

ボディーマッサージや
フェイシャルマッサー
ジが格安で利用できま
す。リラックスできる
清潔な空間で、毎日の
疲れも癒されそうです。

マッサージ

寮



Upon Channel

国際会議場

セブ医科大学
（CDU ）

パークモール

ホテル

オウアーノ・アベニュー

F・Eズエリグ・アベニュー

1

3 4

2

セブ市街地が一望できる。料金
はリーズナブルで、おいしい食
事ができます。

フィリピン料理レストラン
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他の地域に比べて車や人の数が少なく、セブ島の中では
洗練されたエリアです。ごちゃごちゃしたアジアの雰
囲気もなく治安も良いため、留学先として安心でき、語
学を学ぶのにベストな環境です。

CDU	ESL	センターは、
マクタン・セブ国際空港
とセブ・シティ中心部の
ほぼ中間地点に位置して
ます。空港へは車で約
15分、セブ・シティ中心
部へは車で約10分の便
利な立地です。

放課後や週末に気軽に行くことができるショッピングモー
ル「パークモール」。スーパー・カフェ・レストラン・雑貨・
両替所などがあり、友達と楽しく会話したり、遊ん
だりと、リフレッシュできる場所です。多くの
CDU大学生、ESL生徒が利用しています。

落ち着いた周辺の環境

空港からもセブ・シティ中心部からも近い立地

使い勝手のよいショップが校門周辺にも　たくさんあって、快適！

ショッピングモール「パークモール」が学校から
徒歩5分で、放課後の買い物や飲食も便利！

セブ医科大学前

学校の校門前

学校横の通り

学校横のF・Eズエリグ通り

午後 12時～深夜 1時まで営業。
マッサージ2時間800円程度～。

午前 8時～深夜 0時まで営業。
Wifi利用可。1時間60円程度～。

午前11時～午後10時まで営業。
リーズナブルな飲茶など。

学校から徒歩2分。24時間営業。
Wifiも利用できる。

午前 8時～午後10時まで営業。
シャワー完備。1ヶ月利用料：
3,200円程度。

午前 8時～午後10時まで営業。
Wifi利用可。

旅行の手配・ホテルの予約ができ
る。学校の教材販売も行っている。

タイ式マッサージ有料自習室 中華レストラン

マクドナルド

学校から徒歩1分。
午前6時～午後10時まで営業。

セブンイレブン

スポーツジム Wifi カフェ トラベルツアーセンター

学校周辺は閑静で落ち着いたエリア。
大型ショッピングモールもあって、快適ライフ。

学校周辺の紹介

放課後、パークモールへの送迎サービスもあります

スーパーマーケット

運転手のダニーさん

レストラン街

日本の100円均一ショップ

ATM

日本食も十分な品揃え

両替所

ショッピングセンター内

カフェ

車で3分

16：50
授業終了

17：00
夕 食

17：45
学校出発

パーク
モール

3

CDU ESL センター1 2

4

IT パーク

アヤラショッピングセンター

シューマート
ショッピングセンター

セブ・シティ中心部 マクタン島

CDU ESL センター

マクタン・セブ国際空港
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空港到着時には、出迎え送迎サービスをいたします。

入学初日にオリエンテーションを行い、学校の説明と学習の準備をします。

現地情報

●パスポート●航空券Eチケット●現金●海外旅行保険証
●変圧器●タオル●洗面用具●スリッパ●サンダル●洋服
●水着●筆記用具●辞書●英語参考書●ごみ袋●虫よけ

●生理用品●トイレットペーパー1個●常備薬●コップ
● 1リットルくらいの水が入る容器●証明写真など
※寮のコンセントはAタイプのため日本と同じ
※ほとんどのものは現地でも購入可能です。

その他の情報

出発時の持ち物

オリエンテーションのスケジュール

セブ国際空港到着後の流れ

到着ロビーの出口は１つです。
出口ドアを出ると、道路を挟んで真正面に日本人の出迎えスタッフが待っています。

ちょっぴりドキドキした
入国審査を終えた後、
少し待って手荷物を受けとる。

到着ロビーの出口ドアを出る。 見つけた！道路の向かい側に
スタッフさん発見 !

   8：30～ ビザ申請書の作成と案内
   9：00～ レベルテスト
11：50～ 各自食堂にて昼食（昼食後 1階受付前にて集合）
13：00～ 学校案内（規則・各教室）、セキュリティ登録（指紋認証）
16：00～ 日本人スタッフの案内で近くのショッピングモールにて買い物、両替
16：50～ 学校に戻り、SSP（学生ビザ）、寮保証金、滞在期間の電気代、水道代などを支払う
  時間割配布とテキスト代の購入 

入国審査
預けた

手荷物の
受取り

税関審査 到着ロビー

● オフィス電話：+63-32-238-3754
● 現地スタッフ：0922-843-5090（日本人スタッフ）
● 学校住所：Larrazabal Avenue, North Reclamation Area 6014, Subangdaku, Mandaue City, Cebu, Philippines.

パスポート・ビザ
パスポートは入国時に滞在日数＋	6ヶ月以上
の残存期間が必要となります。学生ビザ（SSP）
は現地にて取得をします。31日以上の滞在す
る場合はビザ延長が必要になります。15歳未
満で親が同伴しない場合は、事前の入国許可が
必要です。

チップ
空港やホテルのポーターには荷物1個につ
き10ペソ、タクシーには料金の10%が目
安です。レストランではサービス料が含ま
れない場合、およそ料金の5～10%。サー
ビス料が含まれる場合でもおつりのコイン
を置いていく人も多いです。

交通機関
タクシー
基本料金40ペソ、以後3.50ペソずつ加算
されるメーター制。ホテルと提携のタクシー
は割高になりますが安心です。チップの目
安は料金の10%ですが、最低でも1～ 2
ペソは渡しましょう。ほとんどのタクシー
にエアコンが付いています。

ジープニー
市民の足として最もポピュラーの相乗り
タクシー。7～ 8人が乗ることができ、
1区間約8ペソです。

通 貨
通貨の単位はフィリピン・ペソ(P)とセンタ
ボ(￠ )です。1ペソ(P)=100センタボ(￠ )=
約2.80円			※ 2015年8月15日現在

空港税
セブ国際空港を出国する際には750ペソ必
要です。

電 圧
セブ島の電圧は220V、60Hzです。日本の
電気製品を使う際には変換プラグと変圧器
が必要です。

両 替
空港、ショッピングモールなどで日本円か
らフィリピン・ペソへの両替ができます。
CDU	ESLセンター近くのショッピングモー
ルがレートも含めて両替に便利です。日本
出発時は現地ですぐに使えるように5,000
円くらい両替して、ご出発することをお勧め
します。クレジットカードは大都市のホテ
ルやレストランでは使えますが、地方では使
えないところもあります。

言 葉
セブ島や他のビサヤ諸島、ミンダナオ島
では、母国語のフィリピン語（フィリピ
ノ語）や公用語の英語の他に、セブアー
ノ=セブ語（またはビサヤ語）が使われ
ています。

時 差
日本より1時間遅れです。日本が正午の時、
セブ島やマニラでは午前11時になります。

気候・服装
乾季と雨季の明確な区別はなく、一年を通し
て温暖です。一番暑い時期は3月～5月（約
30℃）、最も過ごしやすい時期は12月～2
月（最低でも18℃）です。日本の夏物でちょ
うど良く、外出用にサマージャケットや長袖
のシャツなどがあると便利です。

フィールトークラウンジカフェテリア　　営業時間	8：00～ 23：00
スナックやジュースなどの販売、休憩、勉強などする事が出来ます。
クリニック　　営業時間	8：00～ 17：00（昼休み11：30～ 12：30）
健康管理の為に看護師が駐在しています。病状がよくない場合は看護師と日本人スタッフの付き添いで病院へ行きます。
フィールソーグッドラウンジ　　営業時間	平日	9：00～ 21：00,	土日	12:00～ 21:00
教科書の販売、ツアーの予約等が出来ます。
マッサージショップ　　営業時間	13：00～ 22：00
格安でボディーマッサージやフェイシャルマッサージが利用できます。
サービスカウンター窓口　　営業時間	8：00～ 17：00
1～ 4番では、全ての支払い(電気代やVISA、SSP、その他)ができます。
カウンセリングオフィス　　営業時間	平日	8：00～ 17：00　土曜日	9：00～ 12：00
フィリピン人スタッフ、韓国人マネージャー、日本人マネージャーがいますので、お気軽にご相談ください。

食堂
曜日 朝食 昼食 夕食
平日 6：50～ 7：50 11：50～ 12：50 17：00～ 18：00
土日祝日 8：00～ 9：00 12：00～ 13：00 18：00～ 19：00

ルームクリーニング 寮2階 寮 3階 寮 4階 寮 5階
月曜日 火曜日 木曜日 金曜日

※掃除スタッフは紛失等を防ぐため机の上は掃除しません。床掃除、ブランケット、シーツ、枕カバーの交換を行います。日本人もしくは
韓国人スタッフが帯同します。※部屋のゴミは毎朝8時までにドアの前にゴミ箱を出すと回収されます。

ランドリーサービス
男性 女性

受付：月/木曜日　		8：00～ 17：00
受取：水/土曜日　17：00～ 18：00

受付：火/金曜日　		8：00～ 17：00
受取：木/月曜日　17：00～ 18：00

※洗濯物は決められた曜日と時間にランドリフォームと一緒にランドリー受付に提出してください。※学生はランドリーエリア内に入る
ことはできません。繊細な生地の服などは各自で手洗いするかクリーニング屋に出すことをお勧めします。※洗濯物の返却は2日後です。
天候により返却が遅れる場合もありますことご了承ください。

門限時間 日～木曜日 金・土・祝前日
22：00 24：00

上記の時間以降は学校の出入りはできません。

ビルディング（棟）

1ビルディング（2～ 5階） 2ビルディング（2～ 5階） 3・4ビルディング（2～ 5階）

1：1=152教室
1：4=32教室
1：8=14教室

フィリピン人医学生
専用寮

2～ 3階は男性
4～ 5階は女性

施設案内
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1.授業について
●		入寮した初めの月曜日に、オリエンテーションとレベルチェックテス
トを受けます。
●		クラス時間は50分、休憩時間は10分です。
●		毎月末金曜日にリスニング、ライティング、カンバセーションのレベル
テストが行われます。
●			テストにてレベルが変更した場合、そのレベルに応じた授業へ移行、ま
た教科書を購入していただく場合がございます。
●		テストの日は午前中にテストを受け、午後は通常授業が行われます。
●		故意にテストを受けなかった場合、授業の変更はできません。また卒
業証明書が発行されません。再試験も行われません。
●		卒業証明書には学生の留学期間、最終レベル、出席率が記載され、各コ
ースの必要条件を満たした学生が授与されます。
●		出席率が70％以下の学生には卒業証明書は発行されません。
●				授業開始の第１週目は授業スケジュールを変更する事はできません。
しかし、第2週目以降は毎週火曜日と木曜日の8：00～15：00に変
更受付が可能です。変更の可否はスタッフの判断により決定されます。
●					選択科目受講者は、TOEIC、TOEFL、ビジネス、メディア、OPICから2
つ選択できます。月単位の受講になり、科目延長・変更は月末テストの
前日木曜日もしくはテスト当日の金曜日に変更可能です（クラス受講
人数により選択できない科目もあります）
●					フィリピン及びセブの祝祭日に従い休校日を決定致します。また休校
日による授業料の返金はございません。
●		生徒が授業開始から5分以上遅れた場合は遅刻扱い、15分以上遅れた
場合は無断欠席扱いとなります。
●		講師が授業開始から5分経過しても教室に来ない場合は、各フロアス
タッフまたは日本人スタッフにお知らせください。
●				講師が欠席の場合、代理講師が授業を行います。もしくは別途補講授
業が行われます。
●					授業を欠席する場合、エクスキューズレター（欠席届け）を授業欠席
前に提出する必要があります。
●					エクスキューズレター（欠席届け）を提出した場合でも、金曜日～次
の木曜日までの1週間にコースの10レッスン以上欠席するとペナル
ティがあります。しかし、病院からの診断書の提出があった場合は欠
席数には数えません。
●				エクスキューズレター（欠席届け）なしで、金曜日～次の木曜日まで
の1週間2レッスン以上無断欠席を行うとペナルティがあります。
●					延長する際は4週間前までにお申し出ください。追加料金は延長開始
前の1週間以内に支払ってください。夏休みと冬休みは満室になる可
能性があります。
●		延長は1週間単位で可能です。クラスや講師は変更する可能性があり
ます。
●				グループクラスを1：1クラスに変更することはできません。ただし、
1：1クラスを追加したい場合は、4週間単位で1日1時間を5,500ペ
ソで追加できます。
●		講師の変更については、生徒の意見を尊重し、マネージャーとの相談の
結果、必要があると判断された場合に変更できます。ただし、十分な理
由でないと判断される場合は変更はできません。
●		露出の多い服装（ホットパンツ、キャミソールなどのノースリーブ）で
の授業への出席は禁止です。
●					教室棟の2階～5階は母国語禁止ゾーン“EOPZONE”になり、全ての学
生と講師はこちらのゾーンでは英語を話すこと。英語以外の言語を使用
した場合は、ペナルティとしてグリーンカード1枚が与えられます。（グ
リーンカードを1週間に5枚与えられると英語でエッセイを提出）

5.校内、部屋内での禁止事項について
留学期間によって警告制限があり、警告制限を超えると退学になります。

1階受付前及び教室棟の掲示板に必要な情報が全て掲示されます。生徒は
各自で必ず掲示板をチェックしてください。ペナルティを与えられた生
徒はその度に掲示板に1週間、名前が掲示されます。
下記の禁止事項が確認された時、警告 1が与えられます。
●調理器具や電気ストーブなどの可燃性家電製品を部屋の中への持ち込
み。また停電時のロウソク使用。●アルコール類の持ち込み。メインゲー
トにて警備員が手荷物検査を行い、手荷物の中のアルコール類は全て没収
されます。●喫煙所以外で喫煙。（正面玄関から左手にある受付隣のエリア
でのみ許されています）●来客者の部屋への出入りや宿泊行為。来客者と
の面会は事前に申告しフィールトークラウンジのみ可能です。●決められ
た場所以外のごみ捨て。●トイレットペーパーをトイレに流す行為。備え付
けのゴミ箱に捨ててください。●他の学生への騒音・喧嘩なども含めた迷惑行
為また学校設備の意図的な破損。●虚偽または無許可での外泊・外出・部屋
移動・講師との外出。●学校スタッフまたは警備員の指示に従わない行為。
●指紋認証及びIDカード提示無しでの学校の出入り。（指紋認証機能停止
時はログブックにサインしてください）●直近4週間の出席率が80％以
下の場合。●EOP（イングリッシュ・オンリー・ポリシー）の規則に違反、
またそれのペナルティに対し真面目に従わない行為。●学生とスタッフ間
での全ての取引。●学校スタッフに指図をしてはいけない。●スリッパや
ビーチサンダル、ホットパンツなどの適切でない服装で授業へ出席した場
合。●緊急時にスタッフの指示に従わない（火事の場合など）
異性間の部屋など禁止されている場所の出入りのみ、警告 2が与えられます。

●校内での飲酒。異性間の性的行為。窃盗行為。学校スタッフおよび他の
学生への暴言、暴力などの迷惑行為。●カジノへの出入り及び賭博。
●メインゲートを使用せず学校外に出入り。●直近4週間の出席率が60％
以下の場合。●スタッフや警備員へ賄賂を渡す行為。

6.その他
●		私物は各自責任を持って保管してください。学校はすべての紛失物に関
して一切責任を負いません。

●		部屋変更は毎週水曜日に届けを提出し、カウンセリングをした後に金曜日に部
屋移動が可能です。部屋の変更理由が正当でない場合は、許可は下りません。
●		部屋の鍵を紛失した場合、300ペソを支払い、学生IDカードを紛失した
場合、再発行料200ペソの支払いが必要です。

●		IDカードは、証明写真を提出してからおおよそ1週間以内に発行されます。
●		IDカードは無料で初回発行されます。生徒は常に携帯してください。
●		IDカードを持参すると、スキンバランス（エステ）の30％～50％割引
が得られます。IDカードを持っていないと割引は得られません。

●		外出する際、部屋の鍵を必ずお閉めください。
●		学校への出入りの際は、毎回必ずメインゲートにて指紋認証・学生IDカー
ドの提示を行なってください。

●		カルチュアルルーム（自習室）があり、パソコンとインターネットは自
由にご利用ください。

●		各種お知らせは、本館1階の掲示板、または教室棟各フロアの掲示板に
貼り出されますので、各自ご確認ください。

●		入寮時に”dormitoryclearanceforms“が学生に渡されます。学生は入
寮時に部屋を確認し、破損や問題があった場合に記入する。

●		退寮日の時間がオフィス時間内（平日08：00～17：00）の場合、スタッ
フによる部屋のチェックが行われます。部屋に問題がなければ1階2番
窓口にて必要な支払いを済ませ、寮保証金を受取りください。万が一部
屋に問題がある場合は、損害の程度を確認し、支払いが必要と判断され
た場合は2番窓口にて保証金と差し引きしてお支払いください。

●		退寮日の時間がオフィス時間外（平日17：00～08：00）または土日
祝日の場合、予め指定された日時に各自が部屋のチェックを行い、1階2
番窓口にて必要な支払いを済ませ、寮保証金を受取りください。学生が
出発する前にスタッフが再度部屋のチェックを行います。万が一部屋に
問題がある場合は、損害の程度を確認し支払いが必要と判断された場合
は日本人スタッフにお支払いください。

●		当校が原因での電源異常による停電の発生時、復旧が18：00までに出
来なかった場合、学校は近くのホテルを手配します。自然災害、周辺地
域全体停電などは対象外です。

●		タクシーを含め、車はセンター内には進入できません（関係者を除く）。
メインゲートの外でタクシーを降りてください。

●		中庭には誰でも使用できるベンチと椅子があります。芝生は踏まないでください。

●		ビザ延長、SSP、クラスや教室の変更、アクティビティ、医療サービスな
どの料金変更により、追加料金を請求する場合があります。

●		ビザの延長が必要な生徒は名前が掲示板に掲示されます。（必ず掲示板
をチェックしてください。）

●		全ての事実は学校の規則に従い対応します。紛争、飛行機の遅れ、その
他不可抗力による理由により予定されていたサービスがキャンセルされ
た場合、学校は責任を負いません。また、許可なく任意でされた行為に
よる紛失や毀損については、学校は責任を負いません。裁判や法的問題
の一切の権限は学校に与えられています
※学校規則は、事情により告知なく変更することがあります。

7.生活での注意事項
1）1人で外出行動、  2）盗難・スリ被害への注意、  3）タクシーを利
用すること、  4）飲食の注意
●		食事について：外国に来た場合は調整期間が必要です。路上の屋台で
売っている食べ物は避け、飲み物はペットボトルや缶などの密閉され
たもの以外は飲まないようにしてください。

●		繁華街やカジノには近寄らないでください。また、夜に一人で出歩か
ないでください。

●		知らない場所を訪れる場合は、学校スタッフのアドバイスに従って行
動してください。日本人や韓国人、中国人などの外国人は強盗の標的
になりやすいので、十分に注意して行動してください。

●		携帯電話(iPhone)を狙うスリが時々ありますので、身の回りの品は常
に注意してください。

●		必ず外出は複数の人数で出かけてください。
●		外出はできるだけタクシーを使うようにしてください。
●		乗り合いタクシーのジプニーの乗車はお勧めしません。スリに合う被
害が多発しています。

●		外出時は必要な分だけのお金を持って外出してください。
●		知らない人には付いて行かない。（トランプゲームなどの被害があります）
●		知らない人からお酒やたばこをもらわない。睡眠薬が混入している恐
れも考えられます。

●		小さな子供も盗難、スリの犯罪をする場合も考えられます。
●		学校内でも貴重品は必ずスーツケースに鍵をつけてしまうこと。
●		換金：ParkMall（学校から約5分の場所にあるショッピングモール）
で換金できます。

●		買い物：ParkMall、SMMall、AYALAMallなどで可能です。
●		帰国の際、空港使用税750ペソが空港にて必要です。

8.初日に行われるオリエンテーション時の持ち物と支払い費用
　（2015年 8月現在）
●		パスポート・筆記用具・辞書・海外旅行保険証、航空券Eチケット、
証明写真（5cm×5cm）5週間以下3枚、8週間以下5枚、9週間以上
8枚
●		現地支払い・SSP費用6,500ペソ・教材費約2,000ペソ・寮保証金
4,000ペソ

●		電気代1人部屋450ペソ/週、2人部屋325ペソ/週、3人部屋250ペソ/週
●		水道代200ペソ/週
※電気代・水道代は、お申込み滞在期間分を一括にて支払います
※電気代は、基本料を超過した場合、超過料金の支払いがあります
※水道代は、超過料金の支払いはありません

9.ご出発時の持ちもの
パスポート、航空券Eチケット、現金、海外旅行保険証、変圧器、タオル、
洗面用具、スリッパ、サンダル、洋服、水着、筆記用具、辞書、英語参考書、
トイレットペーパー1個、日焼け止め、ごみ袋、生理用品、虫よけ、常備薬、
コップ、1リットルくらいの水が入る容器、証明写真など。
※現地でも購入可能です。

10.学校連絡先
●			オフィス電話：+63-32-238-3754
●			現地スタッフ：0922-843-5090（日本人スタッフ）
●			学校住所：Larrazabal	avenue	North	Reclamation	Area	6014						
	 		Subangdaku,	Mandaue	City,	Cebu,	Philippines.

2.電気代、水道代、寮保証金について
●		電気代、水道代は全滞在分を初日にお支払いください。
●				電気代は基本料を超えると超過料金が発生します。水道代は超過料金
が発生しません。
●				電気代の超過料金は月末に計算され、支払いが必要な学生は名前が貼り
出され5日以内にお支払いください。
●		電気代は生徒が使用した分の相当額を支払うことになるので、使用しな
いときはこまめに電源を切るなどして節約してください。二人部屋の
生徒は合計金額の半額ずつを支払います。
●				寮の保証金(4,000ペソ)については学校・寮の設備及び備品に破損がな
ければ退寮日に保証金を返金します。万が一設備及び備品に破損が生
じた場合には寮保証金より差し引かれ、さらに修理費用が上回る場合は
必要費用をお支払いいただきます。
●				電気代を支払わない学生は寮保証金から電気代を徴収します。

3.外出と外泊について
●		門限は日曜日～木曜日は22時まで、金曜日と土曜日（休前日前）は24
時までです。門限時間外の学生の出入りは一切できず、午前5時まで敷
地内に入ることはできません。
●		パワースピーキングコース、スコア保証コースは平日の外出が禁止されています。
●		講師との外出は学校の許可が必要です。外出には外出前までに
invitationslipの提出と承認が必要です。（1対1の異性講師との外出は
禁止です。複数名であれば可能です）
●		授業のある平日の外泊は禁止です。週末のみ外泊届けを出した場合に
許可されます。マンダウエ市内、セブ市内での外泊は禁止です。
●		外泊をした場合は外泊を証明するホテル等のレシートを休みの翌日
17：00までに提出していただきます。
●		家族がセブに来た時またはフィリピン国外の旅行を希望する場合。特
別に平日でも外泊許可が認められます。家族のEチケットまたはフィ
リピン国外を旅行する場合のご自身のEチケット・滞在手配証明書の2
点の提出が必要になります。外泊する7日前までに申請が必要。最長
外泊日数は7日間まで。授業料の返金はありません。レッスンの欠席
数はペナルティの対象にはなりません。
●		外出、外泊時に起こった事故等について学校は一切の責任を負いません。
●		学校敷地内に出入りする場合は、必ずメインゲートにある指紋認証を済
ませます。

4.留学期間の変更・取消について
●		留学期間の変更、コース変更については日本人スタッフへご相談ください。
●		留学期間を延長する場合は、延長前に延長した分の支払いが必要です。
●		直系親族の死亡による学生の一時帰国の場合は、1週間の期間を延長す
る事ができます。留学を取消しする場合は返金規定に基づきます。
●		病気治療、家族の結婚式など一時帰国が必要な場合、最長5日間の延長
が可能です。3日前までに申請が必要です。
●		返金規定のお申し出日は週の途中の日数を除く、週単位で計算されます。
●		退学処分された場合、天災地変（台風、停電、地震など）の当校の不可抗
力的な事由の場合、差額分が発生するコース変更の場合、授業開始後の
お申し出日より留学残余期間が8週間以下の場合、お申し出日に関わら
ず返金は一切ございません。

学校規則

＜授業欠席によるペナルティ＞
欠席届けあり ペナルティ
受講コース

10レッスン以上 金・土・日曜日の外出禁止

欠席届けなし ペナルティ
特別補講授業の受講あり 特別補講授業の受講なし

2レッスン ペナルティなし 金曜日の外出禁止
3レッスン ペナルティなし 金・土曜日の外出禁止
4レッスン 金曜日の外出禁止 金・土・日曜日の外出禁止

5レッスン以上 金・土・日曜日の外出禁止
※特別補講授業は毎週金曜日の18：00～ 20：00に行っています。
特別補講授業と重なる授業がある生徒は、特別補講授業 20：00～
21：00そして22：00までに課題の提出があります。金曜日が休校
日の場合は、木曜日に特別補講授業があります。
※上記ペナルティの他に学生は出席率に注意する必要があります。

＜返金規定＞
お申し出日 登録料 授業料 寮費

ご出発前

ご出発日より
起算して
28日以前

返金なし

全額返金

ご出発日より
起算して
27日以降

全額返金 1週間分を
除き返金

ご出発後

留学期間
25％以内 残余期間の総費用50％返金

留学期間
50％以内 残余期間の総費用20％返金

留学期間
50％以上 返金なし

留学期間4週間以下：
2つの警告で退学となります。

留学期間5週間以上：
4つの警告で退学となります。

3つの警告を与えられた学生には、月1回の第3火曜日に行われる
特別講義の参加で1つの警告が免除されます。参加できる回数は、
11週間以上で1回、16週間以上で2回の参加が認められています。

すべての学生が健全に学べる環境を提供するために、
下記の禁止事項が確認された時点で退学となります。


