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General English

一般英語コース・Intensive English 集中英語コース

欧米の授業スタイルと違い、
1:1での授業になります。
実際にご自身が話す英語量は驚く程多くなります。
●1時限50分の授業を1日6時間受講し徹底的に会話力を上げます。
●ご自身の苦手な部分を恥じらいなく、
周りを気にせず質問しながら学べます。

グループ授業のポイント
グループ授業とはいえ最大1:4での少人数制により、集中力を
持続させ、
英語を使って自ら積極的に話せる力を身に付けます。
●マンツーマンで習った英語を他の学生との英会話の中で実践的に応用していきます。
●他の学生の話す英語の言い回しなども参考にし、
英会話の幅を広げます。

Business Englishコースでは各個人の日々必要な英語の言い回し、
様々なビジネスシーンに
出てくる表現方法、
プレゼンテーション、
英文履歴書の作成の仕方、
などを学びます。

授業スケジュール
（例）
時

間

授業内容

1 限目

8:00〜8:50

マンツーマン授業

２限目

9:00〜9:50

マンツーマン授業

３限目

10:00〜10:50

マンツーマン授業

４限目

11:00〜11:50

マンツーマン授業

休憩

ランチタイム

５限目

12:40〜13:30

マンツーマン授業

６限目

13:40〜14:30

マンツーマン授業

７限目

14:40〜15:30

1：4 グループ授業

８限目

15:40〜16:30

1：4 グループ授業

オールマンツーマン授業のポイント
●1日8時間の1:1の授業で集中型コースです。
●奥手の日本人には最適、
周りの人を気にせず、
遠慮なく、
講師に解らない所を
質問できます。
●生徒が自分だけのため、
ご自身の苦手な部分を集中して学べます。
●講師に自分の英語レベルに合った授業を進めてもらえます。

時

間

授業内容

8:00〜8:50

マンツーマン授業

２限目

9:00〜9:50

マンツーマン授業

徹底的にビジネス英会話力を鍛え上げます。
●1時限50分の授業を1日6時間贅沢に取り、
●社会人の方が普段必要としているビジネスシーンでの言い回しを学びます。
●ご自身の苦手な部分を集中的に学べます。

３限目

10:00〜10:50

マンツーマン授業

４限目

11:00〜11:50

マンツーマン授業

休憩

ランチタイム

グループ授業のポイント

５限目

12:40〜13:30

マンツーマン授業

６限目

13:40〜14:30

マンツーマン授業

７限目

14:40〜15:30

1：4 グループ授業

８限目

15:40〜16:30

1：4 グループ授業

学生様のご希望のビジネスシーンを想定し、
その時々で必要な英語の表現を学ぶ
というわがままな要望にも応えてくれるのがマンツーマンのメリットでもあります。

グループ授業とはいえ、
最大1:4での少人数制により、
集中力を持続させ効率良く学べます。
実際のビジネスシーンでは英語での会議、
プレゼンテーション、
交渉などが求められる中、
グループ授業ならではの他の学生様の間違いなどで客観的に自分の間違いを見つけ出すことが出来ます。

●マンツーマンで習った英語を他の学生との英会話の中で実践的に応用していきます。
●他の学生様の話す英語の言い回しなども参考にし、
ビジネス英会話の幅を広げて行きます。

1 限目

Exam Englishコースも1日8時間の授業に、
毎週末に模擬テスト！

Intensive Englishコースは
オールマンツーマン専門コース！
Intensive Englishコースでは、
短期的に集中して、
ご自身の苦手な部分を最短で克服するための専門
コースになります。
スピーキングスキルの向上に重点を置きながら、
話す、
聞く力を同時に必要とし、
英語
初心者の方にも適したコース。希望があれば追加の授業も受講出来ます。

マンツーマン授業のポイント

授業スケジュール
（例）

授業スケジュール
（例）
時

間

授業内容

1 限目

8:00〜8:50

マンツーマン授業

２限目

9:00〜9:50

マンツーマン授業

３限目

10:00〜10:50

マンツーマン授業

４限目

11:00〜11:50

マンツーマン授業

休憩

ランチタイム

５限目

12:40〜13:30

マンツーマン授業

６限目

13:40〜14:30

マンツーマン授業

７限目

14:40〜15:30

マンツーマン授業

８限目

15:40〜16:30

マンツーマン授業

Exam Englishコースでは、TOEICテスト準備クラス、TOEFLテスト準備クラス、
IELTSテスト準備クラスがあります。※対象：英検準2級or TOEIC450点以上の方。
試験対策コースでありながら、
マンツーマンを1日6時間取り入れ、集中して学べ、短期間での点数
アップを目指します。

TOEIC対策クラス
TOEICテストに必要な、
スピーキング、
リーディング、
リスニングを集中して強化致します。語彙力強化、
宿題、出題頻度の高い問題を日々行い、
またリスニングの確認、TOEIC模擬テストを授業とは別で毎
週金曜日の午後に2時間行います。

TOEFL対策クラス
TOEFLに向けての準備と共に、一般的な英語レベルも向上できるようにデザインしています。
リスニン
グ、
リーディング、文法を中心に強化致します。
また、
ライティングと総合対策テストを毎日、模擬テストと
して行い点数アップを目指します。

IELTS対策クラス
各人が目標とするスコアに合わせ、
IELTS特有のテクニック、
言語、
学習方法を学びます。
IELTSで出題頻度の高い問題を使用し、
リスニング問題を中心にIELTS専用スキルを図ります。
またこ
ちらも模擬テストを毎週金曜日の午後に授業終了後に2時間行います。

授業スケジュール
（例）
時

間

授業内容

1 限目

8:00〜8:50

マンツーマン授業

２限目

9:00〜9:50

マンツーマン授業

３限目

10:00〜10:50

マンツーマン授業

４限目

11:00〜11:50

マンツーマン授業

休憩

ランチタイム

５限目

12:40〜13:30

マンツーマン授業

６限目

13:40〜14:30

マンツーマン授業

７限目

14:40〜15:30

1：4 グループ授業

８限目

15:40〜16:30

1：4 グループ授業

※金曜は4時限で授業終了になり、
午後から模擬テスト2時間行います。

General English 一般英語コース・ Intensive English 集中英語コース・ Business English ビジネス英語コース・ Exam English 英語試験コース

オールマンツーマン授業のポイント

ビジネス英語コース・Exam English 英語試験コース

Business Englishコースは
今すぐ必要な実践英語専門コース！

コースは毎日8時間英語漬け！
General Englishコースでは、
日常の様々な状況において必要な言い回し、
単語、
文法を正確に、
また流暢
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
グを総合的に学び正しい語彙を増やしていきます。英語の勉強を始めたばかりの初心者の方から、
ある程
度の英語力に自信のある方まで、
幅広い方にお勧めできるコースになります。

Business English

英語＆ボディトレーニングコース・
医療英語コース ・Travel English 旅行英語コース

English＆BodyTraining
MedicalEnglish

お客様の留学体験談

English＆BodyTrainingコースで英語力向上とシェイプアップを期待！

留学中に嬉しかったことは？
食事に行った時、
ショッピングに行った時、
ツアーで色々な島に行きシュノーケリングに行った時等、
フィリピンの人達の日本人に対しての、優し
さを感じた時とっても嬉しかったのを、
今でも忘れる事が出来ません。

English＆BodyTrainingコースでは、
エレベーター移動のみで、教室→滞在部屋→ジム→滞在部屋→教室と行け
るため、無駄な時間を掛けず効率良く日々のカリキュラムをこなせます。英語力アップはもちろんのこと、
プロのトレー
ナーによるエクササイズトレーニングが留学後の身体の違いを保証致します。英語力アップと同時に、
身体も理想の
体型にシェイプアップを目指せる当校ならではのコースです。

渡航する前と、された後でのフィリピン留学の印象はどう変りましたか？
私はイギリス、
カナダ、
ハワイと留学経験が有りますが、
今回のフィリピンの学校が私にとっては一番良かったです。本当に勉強したって気持ちになりました。

講師の方の人柄や授業の教え方はどうでしたか？

マンツーマン授業のポイント

全ての先生に親しみを感じる事が出来、
レッスンがスムーズに進みました。私の英語力がレベルアップするには、今何が必要か考えてくれ、
それ
に沿ったレッスンをしてくれ、楽しくレッスンを続ける事が出来楽しかったです。

●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。
授業内容

マンツーマン授業

マンツーマン授業

ボディ
トレーニング

※一般英語のほかに、
ビジネス英語、
試験対策、
医療英語へ変更も可能です。

ボディトレーニングのポイント
●平日2コマ分の専門トレーナーによる計算されたカリキュラムに沿ってボディ
トレーニングを行います。
●ジムの機器も取り入れ、
上半身、
二の腕、
下半身、
腹筋などバランスよく体を鍛えます。
※初日の月曜日は、マンツーマン授業2コマ、
トレーニング2コマとなります。また、毎週金曜日はマンツーマン授業4コマ、
トレーニング1コマとなります。

A様ご夫婦

授業スケジュール
（例）
時

間

授業内容

マンツーマン授業

1〜4限目

8:00〜11:50

休憩

ランチタイム

5,6限目

12:40〜14:30

マンツーマン授業

7,8 限目

14:40〜16:30

1：4 グループ授業

寮での生活
（食事、部屋設備、掃除）
はどうでしたか？
コンドミニアムで家内と宿泊しましたが、掃除全て無料でしてくれましたので、快適に過ごす事が出来ました。食事は自宅で食している様な日本
食とは違いますが、
フィリピンでの生活と言う事を考慮すると、充分な食事でした。勿論時々、
日本食やピザ等を食べに出かけました。
タクシーの
代金が非常に安く、
遠くのモールに行った時も２５０円で済みました。

おわりに、現在フィリピン留学を検討している方にメッセージを！
私が勉強したBRILLIANT CEBU ENGLISH ACADEMYはセブ島に有る他の学校より良いのではないかと思います。
その理由は施設、
先生
の質、事務所の方々と生徒との一体感、又ミネラルウオーターが学校内で、
カラのボトルに無料で入れる事が出来、
わざわざ水を買いに行かな
くても良いので、
時間を有効に使う事が出来ました。

※1コマは50分で、
授業間には10分間の休憩があります。

フィリピン、セブ留学しようと思ったきっかけは何ですか？
友人3名がセブ留学した経験があったことと、
オンラインでフィリピン人の先生からレッスンを受けた際に
「マニラよりもセブに行った方が良い」
と勧められたこと。

MedicalEnglishコースは医療現場で使える表現を学ぶためのコース！

留学中に嬉しかったことは？
集中して勉強ができたこと。
オンラインレッスンだと多くても一日1時間程度のところが、
毎日50分×8コマも出来る
！

MedicalEnglishコースでは、医療現場で使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・病状等の医療現場ならではの英語表現を、元看護士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です。

前年にマニラに遊びに行った際に、
安全に対する緊迫感が多少なりともありそのイメージが強かったが、
セブにはそれがなくリラックスして留学できる
環境が整っており、
その点で印象が変わった。

マンツーマン授業のポイント

先生の人柄は皆フレンドリー、
かつ努力家。
ビジネス経験が浅いのにもかかわらず、
ビジネスコース向けの授業の準備もしっかりしており、
わかりやすかった。

●専用のテキストを用いて、
実務で使用できる英語スキルを育てます。
●医療用語や表現を集中して学びます。
●診察時のロールプレイングも行いながら、
医療英語を身につけていきます。

グループ授業のポイント
●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。

渡航する前と、された後でのフィリピン留学の印象はどう変りましたか？

講師の方の人柄や授業の教え方はどうでしたか？
寮での生活
（食事、部屋設備、掃除）
はどうでしたか？

K.K様

授業スケジュール
（例）
時

間

1〜4限目

8:00〜11:50

授業内容

おわりに、現在フィリピン留学を検討している方にメッセージを！
迷っているのであれば、
まずは行ってみることをお勧めします。
できれば、
1週間以上で
（私が1週間で物足りなかったので）
。先生方は頭が良く、
雑談を
していてもとても楽しいですし、
授業時でも質問が鋭く、
日本という国について考えさせられることが多かったです。
また、
時間があればアクティビティも参
加されると、
純粋に楽しいですし、
授業とは異なる観点の勉強ができます。

マンツーマン授業

休憩

ランチタイム

5,6限目

12:40〜14:30

マンツーマン授業

7,8 限目

14:40〜16:30

1：4 グループ授業

日本のレベルと比較すると、
不備な面もある
（シャワーの水圧が弱め、
清掃のクオリティ等）
が、
居心地は悪くなく快適でした。部屋に洗濯機があると、
更に良いのではないかと感じた。

※1コマは50分で、
授業間には10分間の休憩があります。

フィリピン、セブ留学しようと思ったきっかけは何ですか？
リスニング力を向上させたかった。英語しか使用しない環境に身を
（できるだけ低価格で）
置きたかった。
自分のウィークポイントをみつけたかった。

旅行にまつわる、
そして直結するような授業内容

留学中に嬉しかったことは？
いろいろな世代の様々な立場の方が英語学習という共通の目的で集まっており、
その方たちと時間を過ごせたことがよい息抜きになりました。

旅行英語コースは、
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。授業は旅行英語の専
門トレーニングを修了した講師により行われます。

渡航する前と、された後でのフィリピン留学の印象はどう変りましたか？
セキュリティが確保され、
快適な設備と、
しっかりしたスタッフ、
講師陣のおかげで、
勉強に専念できた。

講師の方の人柄や授業の教え方はどうでしたか？

マンツーマン授業のポイント

明るく、
ホスピタリティにあふれ、
インテリジェンスで、
エナジェティックでした。楽しいディスカッションを通じ、
勉強できました。

寮での生活
（食事、部屋設備、掃除）
はどうでしたか？

●レストラン、
空港、
ホテルなどで活用する、
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。

グループ授業のポイント
●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

S.T様

授業スケジュール
（例）
時

間

授業内容

1〜3限目

8:00〜10:50

マンツーマン授業

4限目

11:00〜11:50

1：4 グループ授業

※1コマは50分で、
授業間には10分間の休憩があります。

部屋がきれいでした。広い部屋でもあったので満足。一方、
シャワーの水圧が低い・温度調節で、
難儀する事があった。バスタオルのにおいが、
日本との洗剤の違いか、
においが気になることがあった。 と、
細かいことを言えばきりがないですが、
長期で滞在するのであれば気になる方もい
れば、
慣れる方もいるかもしれないです。

おわりに、現在フィリピン留学を検討している方にメッセージを！
快適に勉強できる環境を用意できるところで留学したほうがよいと思います。
あと、教えてもらいに行く、
のではなく、
自分からコミュニケーションし
て、先生たちから気づきをもらいにいく感覚で臨むのがちょうどよいかと思います。目的や目標を忘れずに、
自分自身ががんばってさらなる高みを
目指す、
そのためのお手伝いをこの学校は先生・スタッフが一丸となってサポートしてくれると思います。

English＆BodyTraining 英語＆ボディトレーニングコース・ Medical English 医療英語コース ・ Travel English トラベルコース／お客様の留学体験談

フィリピン、セブ留学しようと思ったきっかけは何ですか？
リタイヤして、
海外旅行に行く機会が多くなり、
英語の必要性を再確認したので、
英語力のレベルアップを目的に留学を決めました。

BRILLIANT CEBUの お部屋紹介

お部屋について②

BRILLIANT CEBUでは、滞在されるお部屋は、学校のある同建物内にございます。滞在されるお部屋から学校までは、
エレベーターの移動のみで
登校していただけます。お部屋は3タイプあり、
それぞれ1人部屋又は２人部屋からお選びいただけます。
すべてのお部屋にキッチンが付いておりますので、
自炊していただく事も可能です。

女性限定

フィリピン人医療学生とのルームシェアプラン

セブ医科大学の学生寮に滞在し、医大生とルームシェアをすることができるプランです。

【お部屋の種類】
スタンダードタイプ、
デラックスタイプ、
スイートタイプ
（1〜2人）
、
シェアルーム
（3〜5人）

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。

教育レベルの高いフィリピン人学生との交流を通して、良質な英語に授業時間以外にも触れることが出来ます。
通常の部屋と同じく、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

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。

4人部屋
デラックスタイプ
（DX）

スタンダードタイプ
（ST）

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。

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。

★学校外でも英語を使いたい！
★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にお過ごしいただけます。
★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。

5人部屋

★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。

●学校以外でも英語を話す時間が欲しい！
もっとリーズナブルに英語を勉強したい！という留学生のお声にお応えした「英語漬けプラン」です。
●学校以外でも英語を話す機会を増やしたい方であればフィリピン人のセブ医科大学に通う医学生とのルームシェアはベストです。
●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。
●3人部屋、
4人部屋、
5人部屋からお選びいただけます。
●教育レベルの高いフィリピン人と英語で交流が出来ます。
●同じ建物内ですので、
綺麗な環境でお過ごしいただくことができます。
●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。
●医療業種にお勤めの方は、
MedicalEnglishコースをお選びいただけますと、
より効果的に学ぶことができます。

BRILLIANT CEBUの 学校施設

お部屋について①

