～セブ島(ﾌｨﾘﾋﾟﾝ)マンツーマン個人(親子可)語学留学 2017～
学校名：ブリリアント・セブ・イングリッシュ・アカデミー（Brilliant Cebu English Academy）
８F、Robinland Zuellig Avenue ,
Mandaue Reclamantion , Mandaue City ,
Cebu Philippines
Tel：６3－32－420－9987
http://www.brilliant-cebu.com
場 所：マンダウエ市（セブ島：フィリピン）
セブ島の語学学校の特色
セブ島の語学学校は、ほとんどが私立の語学学校です。フィリピンの中でも自然環境に恵
まれ、もっとも治安が良いとされるセブ島にあります。主にアジア（日本、韓国、中国）
の様々な国からの受け入れをしており、また入学時期が柔軟なので、自分のスケジュール
に合わせて語学留学できます。さらに隣のマクタン島やボホール島などのビーチリゾート
も近く、週末を利用して日帰りで行く事もできます。
ブリリアント・セブの特色
★ブリリアント・セブは、セブ島の語学校の中でも、最高レベルの宿泊施設(キッチン付コ
ンドミニアム)で、同じ建物内で勉強、滞在、食事、スポーツジムなどが揃っています。
他の学校より１ランク上の生活環境が整っています。
★フィリピンでは数少ない 100％日本資本の語学学校ですので、安心して授業を受ける
事ができます。受講生は、ほぼ 100％日本人の少規模(定員 40 名)な学校です。
★授業は、原則として毎日５時間のマンツーマンの授業と２時間のグループ授業を受ける
事ができ、短期間で最大限の英語力を付けられるようにプログラムされています。
★授業期間は１週間から希望に合わせて１週間単位で増やす事ができます。
★英語レベルを、学校で細かく設定した全 15 レベルで評価しますので、初日のクラス分
けのテストで自分のレベルに応じたクラスで、授業を受けることができます。
★フィリピン労働雇用技術教育技能教育庁（TESDA）の認定登録し、フィリピン政府か
ら認可を受けた信頼度の高い語学学校です。
★門限などがなく、自由な校風ですので週末も自由に行動できます。
環 境：Brilliant Cebu English Academy は、セブ島で最も治安の良いとされるマンダウエ市
にあり、目の前には、セブの港とセブ医科大学があります。大型ショッピングセンター
も徒歩圏内で、２４時間営業しているコンビニも徒歩１分の所にあります。ビーチリゾ
ート地としても有名なセブ（マクタン島）やボホール島へも日帰りで行く事ができます。
滞在方法（寮生活：キッチン付コンドミニアムタイプ）
：
同じビル内に宿泊施設と学校、レストランがあるので、１日の快適な生活を建物の中で
過ごす事ができます。食事は平日２食（朝食+昼食）
、週末朝食が付いています。
またキッチン付の部屋ですので、食材を購入して料理などもできます。部屋のタイプも１
名～２名まであります。
（個人留学の場合は、他の方との相部屋はありません。
）
土日は、授業はありませんので、週末を利用してビーチリゾートのホテルに宿泊滞在す
る事もできます。
（各自負担）
週２回の部屋掃除とランドリーサービスがあり、快適な生活を送る事ができます。
各部屋には、Wifi ルーターが完備されており、快適なネット環境が整っています。
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日 程（例）
：２週間コース
１日目
日本全国の空港から出発：出発時間は航空会社、空港によって異なります。
（日曜日発） セブ島（マクタン国際空港）着：到着時間は航空会社によって異なります。
係員が出迎え、車にてブリリアント・セブへ
到着後、宿泊滞在
２日目
（月曜日）

３日目
（火曜日）
～
５日目
（木曜日）
６日目
（金曜日）

７日目
～
８日目
（日曜日）
９日目
（月曜日）
～
１２日目
（木曜日）
１３日目
（金曜日）

午前：朝食後、担当者からのオリエンテーション
クラス分けテスト，オリエンテーションとテキスト配布
近くのショッピングセンターまでご案内します。
（両替）
午後：昼食後、マンツーマンの授業（４時間）
クラスにて英語研修（一般コース）
週６日間（火～木）
１日、５時間のマンツーマン授業と２時間のグループ授業
（スピーキング、リーディング、リスニング、ライティング、グラマー等）
食事は、建物内のレストランで食べる事ができます。
午前：３時間の英語授業
午後：１週間の復習テスト
先生方による英語でのアクティビティ
※卒業式
思い思いに週末をお過ごしください。

週６日間（月～木）
１日、５時間のマンツーマン授業と２時間のグループ授業
（スピーキング、リーディング、リスニング、ライティング、グラマー等）
食事は、建物内のレストランで食べる事ができます。
午前：３時間の英語授業
午後：１週間の復習テスト
先生方による英語でのアクティビティ
卒業式（卒業スピーチ）
１４日目
語学学校より空港へ（各自負担：ご希望の方は、送迎の手配ができます。
）
（土曜日発） 各自で帰路のフライトチェックイン
セブ島（マクタン国際空港）発：
出発時間は航空会社、空港によって異なります。
夜～翌日：日本全国の空港着：
到着時間、曜日は航空会社によって異なります。
※利用航空会社は、直行便、経由便など自由に選択できます。
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クラス分けテスト（主な学力レベル）
１．ビギナー：レベル１～３
使い慣れた日常表現や具体的なニーズを満たすため
の非常に基本的なフレーズを理解して使用する事が
できる。
２．エレメンタリー：レベル４～６
日常表現や頻繁に使う文（本人や自分の家族、簡単
な買い物、自分の仕事、住んでいる地域の情報など）を理解できる。
３．プリ・インターミディエイト：レベル７～９
仕事・学校・レジャーなどで定期的に遭遇する馴染みの事項について、要点を理解で
きる。
４．インターミディエイト：レベル１０～１２
具体的、抽象的な内容（自分が得意とする範囲の専門的な議論）について、複雑な文
章の要点を理解できる。
５．アドバンス：レベル１３～１５
広い範囲での要求、長い文章を理解でき、明確に意味を判断できる。
ほぼ全てのものを、容易に理解できる。
ジェネラルイングリッシュコース 授業割サンプル（例）
Hours
7:10～7:50

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

朝 食

8:00～8:50

スピーキング(マンツーマン授業)

9:00～9:50

リーディング（マンツーマン授業）

10:00～10:50

ライティング（マンツーマン授業）

11:00～11:50

リスニング（マンツーマン授業）
昼 食

12:40～13:30
13:40～14:30
14:40～15:30
15:40～16:30
18:00～19:00

土曜日
日曜日

各自で自由に過ごす

グラマー（マンツーマン授業）
スピーキング(マンツーマン授業)
プレゼンテーション等（グループ授業）

テスト

ディスカッション等（グループ授業）

卒業式

夕 食（希望者のみ：現地支払い）

・１週目の月曜日午前は、レベル分けテストとオリエンテーション、最寄りのショッピングモール
へ案内し、滞在に必要な買い物や両替等をします。
・クラスは、 毎日、５時間のマンツーマン授業と２時間のグループ授業で、１週間で３１時間
の集中英語学習をします。
生徒が、授業開始前に担当の先生の部屋へ移動する形になります。
授業科目
スピーキング、リーディング、ライティング、リスニング、グラマー
ディスカッション（グループ）
，プレゼンテーション（グループ）など
・金曜日の午後は、１週間の復習テストがあります。その後、研修を修了
される生徒がいる場合は、卒業式を全員で行います。
・週末は各自で自由に過ごして頂きます。外泊（マクタン島のビーチ
ホテルなど）される場合は、 事前にスタッフにスケジュールを伝
えてください。
3

受入期間：２０１７年１月～１２月
受講期間：１週間～２４週間（１週間単位で授業を増やすことができます。
）
開始日：月曜日（月曜日午前にレベル分けのテスト、オリエンテーションを実施）
コース：☆ジェネラル・イングリッシュコース
このコースは、様々な状況における総合的な英語力を伸ばしたいと思っている人に最適
のコースです。総合的な英語のスキルを伸ばしながら、あらゆる状況下において英語を
容易に使えるように幅広い英語の活用法を学びます。
入学金：￥１５，０００
経 費：
日数

1 週間(６泊)コース
2 週間(13 泊)コース
3 週間(20 泊)コース
4 週間(27 泊)コース
8 週間(55 泊)コース
12 週間(83 泊)コース
日数

１人部屋（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）

￥１０１，０００
￥１８０，０００
￥２３１，０００
￥２７９，０００
￥５５８，０００
￥８３７，０００

1 人部屋（ﾃﾞﾗｯｸｽ）

￥１０７，０００
￥１９２，０００
￥２４９，０００
￥３０３，０００
￥６０６，０００
￥９０９，０００

２人部屋（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ） 2 人部屋（ﾃﾞﾗｯｸｽ）

１人部屋（ｽｲｰﾄ）

￥１１１，０００
￥２００，０００
￥２６１，０００
￥３１９，０００
￥６３８，０００
￥９５７，０００
2 人部屋（ｽｲｰﾄ）

１週間(６泊)コース
\８８，０００
￥９４，０００
￥９８，０００
2 週間(13 泊)コース
￥１５５，０００
￥１６７，０００
￥１７５，０００
3 週間(20 泊)コース
￥１９４，０００
￥２１２，０００
￥２２４，０００
4 週間(27 泊)コース
￥２３０，０００
￥２５４，０００
￥２７０，０００
8 週間(55 泊)コース
￥４６０，０００
￥５０８，０００
￥５４０，０００
12 週間(83 泊)コース
￥６９０，０００
￥７６２，０００
￥８１０，０００
※授業は１コマ：６０分授業で原則１日 ７コマ
※上記料金に含まれる物
授業料、滞在費（寮費：キッチン付コンドミニアム）
、平日２食食事代（土日祝は、朝食のみ）
お部屋の清掃費（週２回）
、ランドリー費（週２回）
、空港出迎え費（空港⇒学校 片道分）
有線・無線インターネット使用料
※その他、日本でかかる経費
海外送金手数料：￥３，０００
※現地でかかる経費 (１ペソ＝約 3 円)
SSP（特別勉強許可証）発行費：６，５００ペソ
ACR-I CARD（外国人登録証）発行費（59 日以上滞在の方のみ）
：３，０００ペソ
教材費：４週間当たり１，４００ペソ（４週間未満の方も１，４００ペソ）
電気：メーター計算
学生証（ID カード）発行費：２５０ペソ
ビザ（査証）延長費：手続き代行手数料も含む
滞在日数 30 日（4 週間） まで：不要
滞在日数 59 日（８週間） まで：3,440 ペソ
滞在日数 89 日（12 週間）まで：8,150 ペソ
滞在日数 119 日（16 週間）まで：10,890 ペソ
滞在日数 179 日（24 週間）まで：16,370 ペソ
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その他に必要な経費
旅券(パスポート)申請料

５年間の旅券
１１，０００円
１０年間の旅券
１６，０００円
国際航空券代
＊手配を必要な方には、本会が紹介をします。
海外旅行傷害保険
＊手配を必要な方には、本会が紹介をします。
現地生活費（週末など）
個人留学修了後の個人旅行

お申込み後の変更・解約等
１．お申込み後、手配内容に変更が生じた場合は、変更手配料がかかります。
主な変更事項：日程の変更、受講コースの変更等
変更手配料
(イ)お申込み後から出発日の前日から３１日前
１回につき ３，０００円
(ロ)出発日の前日から起算しさかのぼって１５日前
１回につき ５，０００円
(ハ)出発日の前日から起算しさかのぼって１４日目以降
原則解約料と同扱い
２．お申込み後、解約される場合、以下の条件により解約料がかかりますので予めご了承くだ
さい。尚、いかなる理由による解約の場合でも入学手続代行料は返金いたしません。
(イ)お申込み後から出発日の前日から３１日前
入学手続代行料のみ
(ロ)出発日の前日から起算しさかのぼって３０日目以降～１５日前まで
入学手続代行料と経費の２５％
(ハ)出発日の前日から起算しさかのぼって１４日目以降出発日前日まで
入学手続代行料と経費の４０％
(ニ)出発日以降または無連絡不参加
入学手続代行料と経費の５０％
＊航空券の解約料については、航空会社によって異なりますので、お申し込みの際にご
確認ください。
３．現地にて英語研修を修了前に、途中で放棄した場合、残金の返金はありません。授業を欠
席した場合、欠席した授業相当分の返金はありません。
いかなる理由で欠席した場合でも、滞在期間を欠席日数分延長す
ることはできませんのでご注意ください。また、英語研修中に受
入校の定める規則に反し、罰則により退学処分を受けた場合、
いかなる差額の払い戻しにも応じませんのでご了承ください。
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