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セブスタディでは、生徒1人1人に完全個室の宿泊施設を提供し、24時

間、英語学習が出来る環境です。また、開校15年の伝統ある教育シス

テムにより、授業を構成しています。 

多国籍な学生が在学し、様々な国の文化を体験することもできます。英語学習に対し、とても良

い環境を整えています。 

 

ご挨拶 

セブスタディの統括マネー

ジャー、Luke(ルーク)です。 

セブスタディは2004年開校以来、個人のプライバシー

と効果的な英語留学のため、 全部屋完全個室ポリシー

を守っております。 

 また、当校は学生個人のニーズと条件に合わせた授業

を提供することを目的にしております。長年間勤務していたベテラン講師陣とスタッフが提供す

るサービスを通して平日には英語学習に 英語の勉強に邁進し、週末や休日には、楽しい余暇活動

を通じて疲れを解きほぐすといった素晴らしい語学研修をぜひセブスタディでお楽しみくださ

い。 

 

 

students of English and would-be 

students of Cebustudy! 

 This is Teacher Loi introducing two of the 

important features of the institution -- having 

a small community and passionate teachers. 

They make the academy a better if not best 

choice in enhancing your English ability. Hence, 

come and join us for everyone is welcome. 

こんにちは。 

Hello. 

初めまして。 
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Contact us 

日本：+81-50-5539-2151 (日本国内料金で通話可能) 

フィリピン国際電話：+63-32-414-5230 

E-mail : cebustudy11@gmail.com 

 

Line： 

 

ラインの友達に追加して、お気軽にご連絡ください。 

営業時間は月曜日から金曜日まで、日本時間の 9：00 時〜18：00 時（ランチタイム 13 時〜14

時）です。Ｅメール、ラインの場合は、営業時間外であってもお問い合わせ可能です。翌営業日

に確認次第、ご連絡致します。 

お問い合わせの内容の内容によっては、返信にお時間を要する場合がございます。ご了承くださ

い。 

  

mailto:cebustudy11@gmail.com
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フィリピンセブ留学をお考えですか？どのようなことが気になりますか？ 

文法中心の英語教育のため、基礎はありますが、

英語を話すことへの自信がありません。 

 

 フィリピンの見知らぬ環境や、治安が心配で

す。 
 

 留学の成果が確実に出る学校に通いたいで

す。 

 

学費や現地での生活費、その他に必要な費用

はありますか？ 

 

 

皆様の疑問点にセブスタディが答えます！ 
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なぜフィリピンなのか？ 

 

ルソン島、ビサ

ヤ諸島、ミンダ

ナオ島などを中

心とした大小 7000 以上の島々からなる多

島海国です。それぞれの島、地方で使用し

ている言語が異なるため、フィリピン人は

子供の頃から英語を学んで公教育と行政、

ビジネスで使用しています。そういった理由から、各島で異なる言葉を持っていても、現地に住

んでいるほとんどのフィリピン人は英語を話すことができます。また、英語を母国語として使っ

ていない国の中で、最高のビジネス英語の文化を持っていると言われています。現在、約 1 億の

人口を持つフィリピンは人口の 10％に達する 1 千万の労働者を海外に送っています。もちろん

安価な人件費のためでございますが、優れた英語を話す能力もフィリピン人が世界中で働くこと

ができる理由の一つです。  

 

なぜセブなのか？ 

常夏の島で、世界各地で数

多くの旅行者が訪れている

フィリピンの宝物です。 

「セブ」といえばリゾートのイメージがす

ぐに浮かびますが、最近は大型ショッピン

グモール、外国人マンション、大型ビジネ

スビルなどが建設されています。セブ市当

局は、IT 分野での成長を目指して東南アジ

アのソフトウェアと電子サービスの二つを持ち合わせた都市になることを計画しています。です

ので、強力な治安強化政策を実施しており、マニラに比べて安定した治安状態を維持していま

す。 

フィリピンは 

セブは 
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セブ市の中心部の IT パークに行けば、世界有数の IT 企業が入っており、北米、ヨーロッパ、イ

ンド、東南アジア、日本、中国国籍の IT 人材が互いに英語で意見を交わす姿をよく見ることがで

きます。このような多国籍文化、現在と未来が共存する環境は、英語学習に対する強い刺激をも

たらしてくれます。 

また、この現代的な都心から一時間だけ外に出ると、美しいビーチと驚異的な動物、植物でいっ

ぱいの有名観光地が並んでいて、年間数百万人が訪れる観光地という評判にふさわしい風景を観

ることができます。比較的安価な物価と南国の魅力的な景色を楽しみながら英語留学が可能なと

ころがまさにここ、セブです。 

 

それならば、なぜ セブスタディ なのか？ 

セブスタディの講師は、全員教育関連専攻の大学卒業者です。10 年以

上のキャリアを持つ首席講師が揃い、5 年以上勤務しているベテラン講

師が当校の中枢を担い、毎年厳選された新入講師は当校に新しい気運を

吹き入れています。 

毎年厳しい業績評価に合格した講師だけ再契約をするサバイバルシステムを通じて、優れた能力

を持つ勤勉な講師を確保した当校での効果的な英語の授業を受けてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優れた講師 
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セブスタディは、学生全員に個人室を提供しています。少なくとも2人以上が

一緒に生活する他の学校とは完全に各が異なる快適さを提供し、より集中的な

英語学習が可能です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

当校の2階寮のお部屋です。 

ベッド、机、椅子、エアコン、キャビネット、扇風機、スタンド照明、電源ケーブルなどが準備されています。 

当校では、1 年 365 日、休日でも 1 日 3 食の食事を提供しています。ま

た、ランドリーサービスも同様に毎日承っています。その他にも、お部屋の

掃除、共同施設の清掃などを定期的に実施しています。当校では、これらの

サービスを全て無料で受けることが可能です。掃除や洗濯などの面倒なことはすべて学校側に任せ、学生

の方は英語の勉強に集中することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

全室個室 

優れたサービス 
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セブスタディは他の学校の大部屋の値段とほぼ同じ価格で、快

適なシングルルームを提供しています。個室では考えられない

ほどの安い価格ですが、学費に寮費、食事、掃除、洗濯などの

サービス料金がすべて含まれています。コストパフォーマンスを優先に考える合理的な方であれ

ば、セブスタディの金額とサービスにご満足いただけることでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セブスタディは小規模な学校のため、学生 1 人 1 人の意

見をとても大切にしています。授業や生活についての提

案、要望があれば、積極的に受け入れる体制をとっています。当校の経営陣とマネージャーは、

生徒の要望に可能な限り応じるよう、常に努力しています。 

  

 

 

 

 

 

 

リーズナブルな価格 

 迅速なフィードバック 
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セブには多数の語学学校があります。その中でも、セブスタディはセ

ブ市の真ん中、マボロ地区（Mabolo）に位置しています。セブの

3大繁華街であるアヤラモール、SMモール、ITパークの中央に位置し、どのロケーションにも徒

歩15〜20分で行くことが可能です。学校の周辺にはコンビニ、韓国スーパー、ファミリーレスト

ラン、カフェ、マッサージショップなどもあります。便利な立地のため、授業後や休日にはショ

ッピングやカフェに出掛けることができ、更に交通費を抑えることもできます。 

 

セブ市内のどこにでも簡単に行けるセブスタディで、英語の学習も観光も楽しみましょう。 

 

 

 

 

 

 

便利な立地 
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アットホームなセブスタディでは、年齢、国籍に関係なく、学

生同士が親しくなります。異なる国から来たクラスの友達と、

一緒に英語で勉強し、時には旅行や観光もしながら、セブスタ

ディだけの特別な思い出を作りましょう。 

 

アットホームな雰囲気 
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カリキュラム紹介 

セブスタディの時間表 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ Extra Class:  [Mon-Tue] Pop Class with T.Frank 

[Wed-Thu] Speaking Class with T.Zam 

 

1日の流れ 

時間 内容 

07:00-08:00 朝食 

08:00-11:50 午前授業 

11:50-13:00 昼食 

13:00-17:50 午後授業、フリークラス（参加自由） 

17:10-19:00 夕食 

17:00 以後 
外出、運動、自習など自由時間 

※日〜木の門限は深夜12:00、金〜土は深夜2:00 

1st 08:00 - 08:50 

2nd 09:00 - 09:50 

3rd 10:00 - 10:50 

4th 11:00 - 11:50 

5th 13:00 - 13:50 

6th 14:00 - 14:50 

7th 15:00 - 15:50 

8th 16:00 - 16:50 
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セブスタディの授業紹介 

1: 1 class 

学生個人の英語レベルと、学習の目的を考慮し、オーダーメイドで指導します。 

英語の初心者でも気軽に英語を話す練習できるように、リラックスした雰囲気で

進行します。特に、スピーキングとライティングに特化しています。 

Small 

Group 

Class 

同じ英語レベルの学生、最大 4 人のグループで構成しています。複数の人と英語

で話す経験を積むことができます。クラスメートたちとお互いに刺激を与えなが

ら、さまざまなテーマで英語の勉強をすることができます。 

（読み書き、議題に沿った討論、スクリーン英語、文法など) 

Special 

Class 

1. Pop Class (歌で学ぶ英語) 

2. Speech Class 

Individual 

Learning 
個人自習 

 

 

コースの紹介 

 GENERAL COURSE/ジェネラルコース 

英会話スキルの向上に最適な ESL プログラムです。日常英会話からビジネス英会話まで、学生一人一人の

英語力と目的に合わせて授業します。スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの 4 つの

能力を向上させるように考慮しています。 

授業 マンツーマンクラス：4 コマ（200 分） 

グループクラス：2 コマ（100 分） 

フリークラス：1 コマ（50 分） 

おすすめ対象者 1.ビギナーから上級者まで 

2.スピーキング及びリスニングが苦手な人 

3.正確な英語で文章を書きたい人 
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 PREMIUM COURSE/プレミアムコース 

ジェネラルコースのレッスンだけでは物足りないと思っている方におすすめのコースです。1：1 の授業を

50 分追加し、さらにマンツーマンに特化した学習が可能です。 

授業 マンツーマンクラス：5 コマ（250 分） 

グループクラス：2 コマ（100 分） 

フリークラス：1 コマ（50 分） 

おすすめ対象者 1. ジェネラルコースよりも更にマンツーマン授業

を集中的に受講したい人 

2.苦手な部分を改善させたい人 

 

 Power Man to Man Course/パワーマンツーマンコース 

短期間で英語力を大幅に向上させたい方、自分にピッタリの英語学習プログラムを受講したい方に適した

プログラムです。1：1 の授業を 300 分受講できるため、学習が足りない、苦手に感じる部分の学習を、

更に重点的に勉強することができます。 

授業 マンツーマンクラス：6 コマ（300 分） 

グループクラス：2 コマ（100 分） 

フリークラス：1 コマ（50 分） 

おすすめ対象者 1.短期間で英語力を大幅に向上させたい人 

2.試験の準備、職場で英語を必要とするなど、短期間で学習する

意欲と目標のある人 

3.常に英語で会話をしたい人 

4.自分だけのカリキュラムで集中して勉強したい人 

5.英語の達人になりたい人 
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在学経験者の口コミ 

先生は皆、とても生徒想いで楽しみながら勉強できました。 

KT さん from Osaka 

 
  

1. CEBUSTUDY で過ごした期間はいつ、何週間ですか？ 

2017 年６月から７月まで、合計 4 週間です。 

 

2. CEBUSTUDY を選択した理由はなぜですか？ 

リーズナブルに 1 人部屋を利用できたことが Cebustudy を選んだ大きな理由です。 

 

3. 実際に CEBUSTUDY で経験したことの中で、何が一番よかったですか？ 

英語の勉強はもちろんですが、様々な国籍や年齢の皆さんと関わることができたことはとてもいい経験になりま

した。 

  

4. 英語は前より上達しましたか？また、どんな方法で勉強しましたか？ 

自分ではあまり実感はないのですが、先生方には様々な面での向上を褒めてもらえました。私は会話中心の授業

が多かったので、授業中に新たな表現などをメモしてひたすら覚えました。これだけでもかなり表現の幅が広が

ったと思います。 

  

5. 一番気に入った先生は誰ですか？また、その理由を教えてください。 

 先生の皆さんそれぞれに個性があり、教え方も様々なので 1 人には絞れないのですが、皆さんとても生徒想い

の方で楽しみながら勉強することができました。 

  

http://jp.cebustudy.com/review/394
http://jp.cebustudy.com/review/394#popup_menu_area
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6. CEBUSTUDY の食事、洗濯、掃除のサービスについて感じたことを教えてください。 

 食事には特に不満はありません。洗濯物は出した翌日には手元に戻ってきていました。掃除もよく行き届いて

いたと思います。 

  

7. 勉強以外にセブで最も楽しかったことは何ですか？ 

 ダイビングやアイランドホッピングといったアクティビティーはもちろんですが、マッサージや飲みに出かけ

るのも日本と比べればかなり安いので、あまりお金を使わずに色々と楽しめました。 

  

8. 新しく CEBUSTUDY に通う学生たちにアドバイスがあったら是非お願いします！ 

 Cebustudy は講師やスタッフの方が皆さんとても親切なので、留学中何か困ったことがあっても必ずサポート

してくれると思います。留学前は悩むことが多いと思いますが、安心して来てください。 

 

 

 

 

充実な３ヶ月でした。 

HIRO さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CEBUSTUDY で過ごした期間はいつ、何週間ですか？ 

2017 年 7 月 22 日から 10 月 14 日まで 12 週間、３ヶ月です。 

 

2. CEBUSTUDY を選択した理由はなぜですか？ 

エージェントの紹介、アドバイスで決めました。 

http://jp.cebustudy.com/review/495
http://jp.cebustudy.com/review/495#popup_menu_area
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3. 実際に CEBUSTUDY で経験したことの中で、何が一番よかったですか？ 

文法（grammar）クラスが非常に良かったです。そして、ドミトリーで他の生徒と生活してとても刺激を受け

ました。 

 

4. 英語は前より上達しましたか？また、どんな方法で勉強しましたか？ 

それなりの成果はあったと思います。 

 

5. 一番気に入った先生は誰ですか？また、その理由を教えてください。 

Vienna 先生です。教育者としてのプロ意識を感じさせられました。他の先生も良かったと思います。 

 

6. CEBUSTUDY の食事、洗濯、掃除のサービスについて感じたことを教えてください。 

食事は朝食 100 点、昼食 70 点、夕食 70 点だと思いますが私自身の好き嫌いによってです。洗濯は 120 点、掃

除は 90 点ぐらいです。 

 

7. 勉強以外にセブで最も楽しかったことは何ですか？ 

アイランドホッピングのようなシーアクティビティーと市内散策が楽しかったです。異文化に触れることも良か

ったです。 

 

8. 新しく CEBUSTUDY に通う学生たちにアドバイスがあったら是非お願いします！ 

健康に気をつけて頑張って下さい。 

 

 

 

 

 

アットホームな環境で、勉強も遊びも満喫 

Shiori さん 

 

http://jp.cebustudy.com/review/969
http://jp.cebustudy.com/review/969#popup_menu_area
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1. CEBUSTUDY で過ごした期間はいつ、何週間ですか？ 

     1/13〜3/10 までの 8 週間 

 

2. CEBUSTUDY を選択した理由はなぜですか？ 

全室一人部屋ということと、学生数が多くないので、アットホームな環境で英語が学べると思ってここに決めま

した。 

  

3. 実際に CEBUSTUDY で経験したことの中で、何が一番よかったですか？ 

他校に比べて学生が少ないので、みんなと友達になれました。放課後や週末は一緒に出掛けたりしたのが楽しか

ったです。 

  

4. 英語は前より上達しましたか？また、どんな方法で勉強しましたか？ 

    使える語彙や構文は増えたように感じます。 

    先生やクラスメートが使っていた単語や言い回しを覚えて使うようにしました。 

  

5. 一番気に入った先生は誰ですか？また、その理由を教えてください。 

Teacher Zam のクラスはいつも明るくて楽しかったです。楽しいだけじゃなく、長年の経験から学生が間違え

やすいポイントをきっちり把握していて、説明してくれて、ためになりました。 

  

6. CEBUSTUDY の食事、洗濯、掃除のサービスについて感じたことを教えてください。 

    食事は時々辛かったり、脂っこかったりしましたが、あまり困りませんでした。 

    毎日の洗濯はとても丁寧にしていただいて、有難かったです。 

  

7. 勉強以外にセブで最も楽しかったことは何ですか？ 

週末は学校の友達とアイランドホッピングに行ったり、ボホール島やオスロブへ旅行に行ったりしました。 

    フィリピンの大自然を満喫しました。 

  

  

8. 新しく CEBUSTUDY に通う学生たちにアドバイスがあったら是非お願いします！ 

CEBUSTUDY は学生も先生もスタッフもみんな親切で温かいです。 

自分から話しかければみんなと仲良くなれます。 
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セブスタディの歴史 

2004 

7月2日セブスタディ開校 

2005 

全室個人室で改修、最初の夏のジュニアキャンプ実施 

2006 

日本人学生の入学開始 

2007 

図書館、インターネット設備、休憩スペースの設置 

TESDA（フィリピンの認定トレーニング認定機関）から7つの教育コース認定取得 

2008 

1階と5階休憩スペース改修、韓国南海高校奨学連携プログラム開始 

2009 

セブ韓人会認証優秀業者選定 

2011 

日本、台湾留学生選定満足度の高い学校 

韓国Bekseok大学の英語研修機関選定 

セブ韓人会模範英語学校指定 

2013 

学校ロビー改修 

2014 

寮個室改修 

2017 

寮のトイレ、シャワー室全面改修、外部寮プラン開始 
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