


ご挨拶 
 

近年、世界各国から英語を公用語としているフィリピンに注目が集まり、アメリカのコールセンターが今はインドを上
回り、フィリピンに定着致しました。  また、すでにお隣の国、韓国では英語を学ぶ為にフィリピンで留学をすることが
当たり前とされ、学生のみならず、親子留学、ジュニア留学、シニア留学と、幅広い年齢層の方が積極的にフィリピ
ンで語学研修をされています。日本でもグローバル化に伴い、大手企業を中心に英語の語学研修先としてフィリ
ピンを取り入れ、大学などの教育機関も注目し始めています。 

 
私たちBRILLIANT CEBU ENGLISH ACADEMYは、フィリピンの中でも留学先として最も人気を誇るセブ島に位置し
、その中でもセブ最高峰のセブ医科大学が目の前にあり、多くの医療学生の活気溢れる治安の良い学生の街
に、2012年12月、フィリピンでは数少ない100％日本資本で設立致しました。 

 
プログラムも一般英語コース以外に、ビジネス英語コース、試験対策コースと、より専門的な授業も受けられる事が
でき、各学生様に合った質の高い様々な英語教育プログラムをご用意しております。 

 
また、当校では語学研修に来られた方全員に十分に満足して頂けるように、フィリピンの語学学校として初めてと
なる、滞在されるお部屋は広めの最高級コンドミニアムをご用意し、同じ建物内で勉強、滞在、お食事、スポーツジ
ムと生活の全てが揃い、研修生が異国で不自由を感じさせない充実した留学生活が過ごせるようにご用意さ
せて頂きました。 

 
これからもスタッフ一同、日本人経営ならではの行き届いたサービスを提供し、皆様の今後の成功に大きく貢献出
来るよう最善を尽くして参ります。 

 
BRILLIANT CEBU ENGLISH ACADEMY  職員一同 



BRILLIANT CEBU ENGLISH ACADEMY  

正式名称 BRILLIANT CEBU ENGLISH ACADEMY  

住所 8F  Robinland  Zuellig Ave. Mandaue  Reclamation,  Mandaue City, Cebu 

設立年度 2012年12月 （2013年3月 開校） 

学生定員 30名 

部屋タイプ 1人部屋、2人部屋、3人部屋（各部屋スイート、デラックス、スタンダードの3タイプ） 
※3人部屋はご友人同士やご家族でのお申込のみ受けて受け付けております。 

3人部屋、4人部屋、5人部屋（セブ医科大学生とのルームシェア） 
※ルームシェアのお部屋は女性限定となります。 

お部屋設備 ベッド、 エアコン、 液晶薄型テレビ、 温水シャワー、 トイレ、 洗面台、 机、 椅子   

ソファー、 クローゼット、 鏡、 冷蔵庫、 ドライヤー 
※各部屋で無線、有線でのインターネットが使用可能 

付帯施設 レストラン、 売店、 大型ジム（有料）、 エクササイズルーム、 Barカウンター 、 

ラウンジ、 オープンテラス 
※学校提供のお食事以外でのレストランやBarのご利用は各自でのお支払となります。 

その他 周辺施設 ・大型ショッピングモール ・マッサージ店 ・CDU医科大学  

それぞれ徒歩10分圏内 



BRILLIANT CEBUの特徴 
1. 100％日本人経営   
   韓国資本の語学学校が多数を占める中、フィリピン留学では数少ない日本人経営の学校として、お客様に隅々まで行き届いた日本式のサービスを

提供することができます。日本人スタッフが常時滞在しているので、お困りの際も安心です。また、平日の昼食時に日本の家庭料理も提供しております。 

 
2. 優秀な講師陣   
     当校の採用基準は、大学で4年のコースを修了していること、TOEIC950を所持しているか、難易度の高い当校の採用テストに合格した講師に限ってい

ます。また、空いている時間はトレーニングの時間にあて、TOEIC,TOEFL,IELTSのいずれかを月に1回のペースで受けるなど、常にスキルアップを図っていま
すフィリピンの方の特徴でもある、陽気さと親しみやすさで、その方にあったレベルで楽しく・優しく授業を行っていますので初心者の方でも安心です。 

 
3. TESDA、SSP認定校 

 TESDAとはフィリピン労働雇用技術教育技能教育庁(Technical Education and Skills Development authority)の略称です。学校がTESDA認定を受け
るには「授業カリキュラム」や「経営・財政」など細かい審査にパスする必要があり、審査基準は非常に厳しく、フィリピンの学校でもTESDA登録されている
のはわずか５％程度と言われ、取得校は信頼度の高さを評価されています。 
BRILLIANT CEBU ENGLISH ACADEMYはTESDA登録し、フィリピン政府から許可を得た数少ないTESDA認定校です。 

 
4. 大型ショッピングモール目の前   
      立地はセブ最高峰のセブ医科大学の目の前で、看護、医師の学生がたくさんいる場所で、治安も良く活気があります。大型ショッピングセンター

「パークモール」が目の前で日常品の購入・外食にすぐ出かけられます。また、セブ市内で1番大きな「SMショッピングモール」にもタクシーで5分ですので
、ショッピングはもちろん、映画も気軽に観に行けます。 

 

5. 個人に合わせたカリキュラム   
      マンツーマン授業では、自らの英語の発言が多くできますので、英語力を短期間でアップするには最適です。また、マンツーマン授業では個人が強化    
       したい授業を多く取り入れることが出来ますので、授業構成を講師と相談し、理想の授業スケジュールを組み受講できます。 
 

6. 祝日も通常の授業を実施   
     フィリピンは祝日が多い国ですので、通常、語学学校もその祝日に合わせて休校となる所が多いですが、当校では、年に10回のRegular Holiday

以外の祝日は通常通りの授業を実施していますので、大切な留学期間をムダにしません。 
また、年10回のRegular Holidayの内、7回は午前中グループ授業4コマも実施していますので、実質の休校日はなんと年に3回だけです。 
短い期間の留学をされる方にもフィリピンの祝日を気にせず留学期間を選ぶことが出来ます。 

 

7. フィリピン初  別格グレード施設  セブ最新鋭の建物を校舎、寮として使用   
      社会人向けの施設で、ホテル滞在よりもグレードの高い、セブ最新鋭の建物、構造、設備であるコンドミニアムを校舎、寮として使用しており、フィリピン留

学では最高のグレードを誇り、フィリピンにいながら日本と変わらないグレードの生活を送って頂けます。また、学校、寮としての高級コンドミニアムのお部屋、
ジム、レストランが同じ建物内でございますので、安心かつ、快適、優雅に生活を送る事が出来ます。 



BRILLIANT CEBU 各コース 

BRILLIANT CEBUでは5種類のコースをご用意しており、各
生徒様の目的レベルに合った授業を受講して頂けます。各
コース、1コマ50分のマンツーマンを１日6コマ（３００分）以上
受講可能で、スピーキング力の向上を実感して頂けます。 

 

一般英語コース 
(General English) 

 

集中英語コース 
（Intensive English） 

 ビジネス英語 
    コース   
 (Business English) 

TOEIC/TOEFL/ 
 IELTSコース 

医療英語コース 
(Medical English) 

トラベル英会話 
    コース   
(Travel English) 

 

マンツーマン授業 
 
50分×6コマ 

 
50分×8コマ 

 
50分×6コマ 

 
50分×6コマ 

 
50分×6コマ 

 
50分×3コマ 

無料グループ
オプション授業 

 
50分×2コマ 

 
50分×2コマ 

 
50分×２コマ 

 
50分×２コマ 

 
50分×1コマ 



各コースについて① 
一般英語コース 

（General English） 

一般英語コースでは、日常の様々な状況において正確に  
流暢に話せる会話力を育成致します。特に、日常会話に必
要なスピーキング・リーディング・リスニング・ライティング
を集中的に学び、正しい語彙を増やしていきます。 

 
こちらのコースは全レベルの生徒様に適したプログラムと  
なっております。 

 
※各生徒様の英語レベルに合わせ、講師がプログラムを  
作成致します。 

 
◆授業内容◆ 
マンツーマン授業6コマ 無料グループオプション授業２コマ 

 
☆マンツーマン授業 
・会話を中心としたコミュニケーション能力の育成、会話表  
現、発音矯正を集中的に学びます。 

 
・ 読解力・筆記力を集中的に学びます。 

 
・ 正しい文法を身につけながら、語彙を増やします。 

 
☆無料グループオプション授業 
・グループクラスでは、様々なトピックスを用いながら対話、  
討論,プレゼンテーションを行い正確に相手に意見を伝えるス
キルを身につけます。 

 
※グループクラスでは、様々なコースの方と授業をお受け  
頂きます。 

集中英語コース 
（Intensive English） 

集中英語コースでは、全ての授業がマンツーマン授業で  
構成されている為、最短で集中的に英語のスキルを伸ば  
したいという生徒様にお勧めです。 

 
様々な日常生活の中で的確に正確な対応が出来る能力  
を伸ばすとともに、正しい文法、語彙を学び、日常会話の中で
臆することなく正確にご自身の意思を伝える能力を育成
致します。 

 
※各生徒様の英語レベルに合わせ、講師がプログラムを  
作成致します。 

 
◆授業内容◆   
マンツーマン授業8コマ 

 
☆マンツーマン授業 
・会話手法、会話表現、俗語からフォーマルな表現方法まで、幅広い
英語表現を学んでいきます。 

 
・正確な発音を学ぶとともに、日本人特有のなまりの矯正  
も同時に行っていきます。 

 
また、映像を用いてそのトピックスに対する話し合いなどを行
い流暢に正確にご自身の意見を述べられるよう育成致しま
す。 

 
・ 正しい文法と語彙を集中的に学びます。 



各コースについて② 
ビジネス英語コース 
（Business English） 

ビジネス英語コースでは、各生徒様が必要とするビジネスシー
ンに合わせた英語を学ぶことが出来ます。授業を通して、相対
的に必要なビジネススキル、ミーティングの運営方法、ビジネスレ
ポートの書き方、プレゼンテーション方法、ビジネス用語等を学ん
でいきます。 また、様々なシチュエーションを想定し臆すること
なく話せる会話力を育成致します。 

 
※こちらのコースはある程度の語学力、英語の基礎が出  
来る方以上が受講可能となっております。 

 
◆授業内容◆ 
マンツーマン授業6コマ   無料グループオプション授業 ２コマ 

 
☆マンツーマン授業 
・テキストを用いて実務で使用できるビジネススキルを育  
成致します。 

 
・文法、ビジネス用語を集中して学びます。 
※マンツーマン授業では模擬プレゼンテーション、ビジネスミ
ーティングをロールプレイングで行う課題等を出します。 

 
☆無料グループオプション授業 
・グループクラスでは、様々なトピックスを用いながら対話、  
討論,プレゼンテーションを行い正確に相手に意見を伝えるス
キルを身につけます。 
 
※グループクラスでは、様々なコースの方と授業をお受け頂きます。 
※プレゼンテーションができるソフトが入ったパソコンをお持ち頂くことを推
奨いたします。 

 

TOEIC/TOEFL/IELTSコースは、各試験の対策コースとなり、広範囲
に渡り試験に必要なスキルを学んでいきます。各試験で必
要な４つの柱（リーディング・ライティング・リスニング・スピ
ーキングを徹底して学び、各試験で高スコアを取得する自
信を養います。また、専任講師が各生徒様のレベル、試験
に合わせより効率的に高スコアを取得出来るよう授業を
プログラム致します。 

 
※こちらのコースはある程度の語学力、英語の基礎が出来  
る方以上が受講可能となっております。 

 
◆授業内容◆ 
マンツーマン授業6コマ 無料グループオプション授業 ２コマ 

 
☆マンツーマン授業 
・各試験に特化したリーディング・ライティングを学びます。 

 
・各試験に必要な語彙を学びます。 
※毎週金曜日の授業終了後に模擬テストを行います。 

 
☆無料グループオプション授業 
・グループクラスでは、様々なトピックスを用いながら対話、討論,プ
レゼンテーションを行い正確に相手に意見を伝えるスキルを
身につけます。 

 
※グループクラスでは、様々なコースの方と授業をお受け  
頂きます。 

TOEIC/TOEFL/IELTSコース 



各コースについて③ 
トラベル英会話コース 
（Travel English） 

トラベル英会話コースは、レストラン、空港、ホテル、など、海外旅行等
で使用する英語学習に特化したコースで、観光、旅行時におけ
る様々なシチュエーションを想定し、臆することなく話せる会
話力を育成致します。 

 
授業はトラベル英会話の専門トレーニングを修了した講師  
により行われます。 

 
◆授業内容◆ 
マンツーマン授業3コマ 無料グループオプション授業 1コマ 

 
☆マンツーマン授業 
・レストラン、空港、ホテルなどで活用するで、観光、旅行時における
様々なシチュエーションを想定し、ロールプレイング形式で
臆することなく話せる会話力を育成致します。 

 
☆無料グループオプション授業 
・グループクラスでは、様々なトピックスを用いながら対話、  
討論,プレゼンテーションを行い正確に相手に意見を伝えるス
キルを身につけます。 

 
※グループクラスでは、様々なコースの方と授業をお受け  
頂きます。 

＜トラベル英会話コースについて＞ 
・トラベル英会話コースの授業は午前中で終了します。 
 
・トラベル英会話コースのお食事は、平日も朝食のみのご提供となっ
ております。 
 
・トラベル英会話コースは最長で4週間までのお申込となります。 

医療英語コース 
（Medical  English） 

医療英語コースは、医療現場で利用する英単語や表現を学ぶため
のコースです。診察時に使用する英単語や、病名・病状などの医療現
場ならではの英語表現を、元看護師の講師より丁寧に学ぶことがで
きます。医師や看護師、薬剤師といった医療現場に関わる、日常的な
医療英語をスムーズに使えるようにするためのコースになります。 

 
◆授業内容◆ 
マンツーマン授業6コマ  
無料グループオプション授業２コマ 
 

 
☆マンツーマン授業 

・テキストを用いて実務で使用できる英語スキルを育てま
す。 
 
・医療用語や表現方法を集中して学びます。 
※診察時のロールプレイングなども行いながら身に着け
ていきます。 
 
☆無料グループオプション授業 
・グループクラスでは、様々なトピックスを用いながら対話、  
討論,プレゼンテーションを行い正確に相手に意見を伝えるス
キルを身につけます。 

 
※グループクラスでは、様々なコースの方と授業をお受け  
頂きます。 



1日のスケジュール例 
時間 時限 授業 科目 

7：10～ 
7：50 朝食 

8：00～ 
8：50 

 
1時限 

 
マンツーマン授業 

 
Speaking 
Reading 
Writing 

Listening 
Grammar 

※マンツーマン授業では上記
の内容を総合的に学ぶこと

ができます。 

9：00～ 
9：50 

 
2時限 

 
マンツーマン授業 

10：00～ 
10：50 

 
3時限 

 
マンツーマン授業 

11：00～ 
11：50 

 
4時限 

無料グループ 
オプション授業 

プレゼンテーション 
等 

昼食 

12：40～ 
13：30 

 
5時限 

 
マンツーマン授業 Speaking 

Reading 
Writing 

Listening 
Grammar 

※マンツーマン授業では上記
の内容を総合的に学ぶこと

ができます。 

13：40～ 
14：30 

 
6時限 

 
マンツーマン授業 

14：40～ 
15：30 

 
7時限 

 
マンツーマン授業 

15：40～ 
16：30 

 
8時限 

無料グループ 
オプション授業 

 
ディスカッション等 

18：00～ 
20：00 夕食（希望者のみ） 

※1時限あたり50分 
 
※授業が終了後は各自、自由時間になります。 

 
※平日は朝食・昼食をご提供しております。(※トラベル英会話コースは朝食のみ）  
土日祝日に関しては朝食のみのご提供になり、昼食、夕食は各自でお取り頂く形とな
ります。外食へお出かけも可能ですし、同じ施設内のレストランでも安価でお食事する
ことも出来ます。 

 
※夕食をご希望の方は、事前にスタッフにご相談頂ければご用意が可能です。18：00～
20：00の間に建物最上階の展望レストランでお召し上がり頂けます。 費用は1,400ペソ/
週（月-木）になります。希望者は金曜日までに「次の週の夕食を希望」の旨をスタッフ
にお申し付けください。 

 
※入学初日の月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）は午前中にレベルチェックテス
ト、オリエンテーションを行った後、午後から4コマ授業を受講できます。 

 
※金曜日はテストと卒業式があるため授業が6コマとなります。 
 テスト内容は、文法・単語、ライティング、スピーキングの3科目になります。 

 
※体調等が悪い場合は事前に学校スタッフにお伝え下さい。授業の欠席も可能に  
なります。 

 
※タオル、バスタオル、バスマットは、各1枚ずつご用意がございます。 

 
※シャンプー、リンス、石鹸は、初日の分のみご用意がございます。 

◆授業のポイント◆   

学生様が短期間で最大限の英  
語力を付けられるよう、各コース  
共に1日6時間以上のマンツーマン
授業を取り入れ、スピーキングに重
点をおいたプログラムを設定して
おります。 



スイートタイプ 
（SU） 

お部屋が広く（35平米前後）電子レンジ付きで、 
見通しの良い窓があります。 

 
※当校の動画紹介で「インスタントコーヒー、クラッカー等のご用意をしている」との紹介が 

ございますが、現在はインスタントコーヒー等のご用意はございません。 

デラックスタイプ 
（DX） 

通常の外窓タイプのお部屋で、お部屋の位置とビルの 
向きの関係上、窓から見える風景とお部屋の広さが 

各お部屋によって異なります。 

スタンダードタイプ 
（ST） 

全て内窓（廊下窓）タイプのお部屋になりますが、お部屋の広さはスイー
ト、デラックスタイプと変わらず広く、鏡や照明が多く使用されております

ので圧迫感なく過ごして頂けます。 

BRILLIANT CEBUでは、学校のある同建物内に滞在されるお部屋がございます。 

滞在されるお部屋から学校までは、ほぼエレベーターの移動時間のみで当校いただけます。 

以下の3タイプのお部屋には各お部屋にキッチンが付いており、自炊もしていただくことも可能です。 

1人部屋又は2人部屋よりお選びいただけます。 

お部屋について① 



お部屋について② 
フィリピン人医療学生とのルームシェアプラン 
セブ医科大学生の学生寮でルームシェアをすることができるプランです。 

通常のお部屋と同じく、学校のある建物内にお部屋があるので通学はほぼエレベーターのみとなります。 

3人部屋 
 
★学校外でも英語を使いたい！フィリピン人と交流したい！と思われ 
 ている方に最適な環境です。 
 
★勤勉な大学生が多く、ご自身の英語の勉強の刺激にもなります。  
 
★綺麗なお部屋、シングルベッドで快適！ 
 
★お部屋には人数分の勉強スペース、収納棚が備わっています。 
 
★お部屋の外には共有の机やソファがあり、交流の場としてご使用 
 いただけます。 
 

4人部屋 

5人部屋 



学校の風景① 

学校外観 お部屋内部① お部屋内部② 

お部屋内部④ お部屋内部③ お部屋内部⑤ 

お部屋内部⑦ お部屋内部⑥ お部屋内部⑧ 



学校の風景② 

エレベーター前 エレベーター前廊下 お部屋前廊下 

Barカウンター① Barカウンター② 最上階ラウンジ① 

最上階ラウンジ② 入口ホール 屋上テラス 



学校の風景③ 

レストラン風景① レストラン風景② レストラン風景③ 

ジム内部① ジム内部② ジム内部③ 

２４時間ガードマン常駐 １階エレベーターホール １階にある売店 



学校の風景④ 

学校エントランス 学校内休憩室 学校廊下 

マンツーマン授業の風景① マンツーマン授業の風景② グループ授業の風景① 

グループ授業の風景② 実践形式のプレゼン授業 卒業式の風景 


