
Cebu Doctors' University
ESL Center

ここでしか学べないものがある！



Cebu Doctors‘ University ESL Center とは？

① フィリピン政府認定

② 英語カリキュラム

③ 現地医大生と同じ空間

2009年にCebu Doctors’ University
付設の語学センターとなる。

フィリピン移民局に登録された公式語学学校。

独自開発した効率よく学習できる
英語カリキュラム。

最高の効果を得ることができる。

恵まれた環境をいかし、現地医大生と同じ
空間の中で、安心した生活ができる。



④ 独自のサポートシステム

⑤ 充実した学校施設

⑥ 楽しく学ぶことも重要

担当講師制、モチベーション維持のための目標・授業経過の
チェックシート、日本人スタッフによるサポートなど、
生徒一人一人に丁寧にサポート。

寮の部屋は約11畳の余裕を持った広さで、バス・トイレは別。
WIFI環境、カフェテリア、マッサージショップ、テラス、
クリニックも学校内に完備。

アクティビティ、ボランティア、医科大学生とのスポーツ、
イベント交流など、語学留学を超えた学びが経験ができる。

Cebu Doctors‘ University ESL Center とは？



ここがちがう！他にはない！

CDU ESL Center の 最大の魅力 とは？

1. CDU大学に隣接する

2. 落ち着いた周辺環境

3. クラススケジュール

4. 充実した寮・他施設



となりにキャンパスを持つ、

Cebu Doctors‘University とは？

・フィリピンにて高い評価を維持し続ける、名実共に

セブを代表する医科大学。

・世界保健機構（WHO）発行の“世界有名医科大学全集”
に掲載されたフィリピン唯一の大学。

・セブおよび周辺地域に6つの附属病院を持つ。

1. CDU大学に隣接する

セブ地域最高の大学



Cebu Doctors‘ Universityの大学内と附属病院



CDUの大学生との共同生活が可能！

寮には、約200人近くのCDU大学の生徒が生活をしており、
学校内にあるテラスやカフェテリアにて、生徒は夜遅くまで勉強したり、

友達同士で話しをしたりしている。

身元のしっかりとしたハイステータスな医学生と、安全かつ自然に
交流が可能な生活環境を提供！

CDUの大学生はとてもフレンドリー！
積極的に会話することで友達にもなれる。

1. CDU大学に隣接する



さらに週1回のアクティビティ

CDU大学生とのカフェ・トーキング

寮内にあるテラスやカフェテリアにて、週１回CDU大学生と気軽に
英会話を楽しみながら、異文化交流の時間がある。

今後は、CDU大学生との寮同部屋も計画中！！

スナックを食べながら、自己紹介、
日常の話し、趣味、旅行、グルメ、

音楽、文化、などフリートーキングが
気軽に楽しめる。

★★★ カフェ・トーキング ★★★
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フィリピンは車・人など、ごちゃごちゃとしたアジアの雰囲気を多く持っている。

それは時にあらゆる犯罪と背中合わせであり、危険を感じることもある。

CDU周辺は、開発エリアのため、一般住民はほぼ住んでいない。道幅も広く、

セブの中では洗練された落ち着いた環境で生活がしやすい。

2. 落ち着いた周辺環境

他地域と比べると

車、人の数などは断然少ない！

CDU ESL Center 前 セブ市内にある2つの語学学校 前



地元の人、CDU大学生の多くが利用す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、

多くの学生も、放課後や週末に

ぷらっと利用できる
ショッピングモール。

近くに便利なショッピングモールがある！

放課後にパークモールに行く生徒が多いため、学校から便利なシャトルサービスがあります！

16：50
授業終了

17：00
夕食

パークモール
17：45
学校出発

2. 落ち着いた周辺環境
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3. クラススケジュール

1日を大切にする授業スケジュールとは？

授業スケジュールは、基本 16:50に終わるように組まれている。

中抜けのような日中の無駄な時間は作りません。

放課後は、友達と一緒に、アクティビティに参加、自分だけの時間と、

1日の時間を大切にしている。

16：50
授業終了

17：00
夕食開始

スピーキング強化コース 18：00～ レッスン

お友達とお出かけして一緒に過ごす

アクティビティに参加する

自分だけの時間 自習時間や休息時間



3. クラススケジュール

●一般英会話コース ●集中会話コース ●スピーキング強化コース

●ビジネス英語コース ●TOEIC試験対策コース ●IELTS試験対策コース

スピーキングを重視したプログラム！

1日を大切にする授業スケジュール

Ⓜ マンツーマンレッスン 選択科目 模擬試験もしくはコンピューターレッスン

料金
同じ

1日のレッスン内容 16：50終了



3. クラススケジュール

マンツーマンレッスン

グループレッスン

集中会話コース
（Intensive Speaking Course）
1：1×6レッスン、選択×2レッスン

サンプル
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4. 充実した寮・他施設

全室ともに 約11畳 ある

余裕のある広さ。さらにトイレ・バス別！

シングルルーム
ツインルーム

トリプルルーム

トイレ・バス別
デスク・イス・クローゼット・エアコン・冷蔵庫・洗面所完備



4. 充実した寮・他施設

気になる食堂・メニューは？



4. 充実した寮・他施設

マッサージルーム 60分125ペソ～

カフェ・売店
1プレートディッシュ60ペソ

イングリッシュ
オンリーゾーン

クラスルーム廊下

エレベーターロビー ミネラルウォーター



4. 充実した寮・他施設

スチューデントサービス クリニック

自習室

指紋認証
システム24時間セキュリティー



4. 充実した寮・他施設

学校に隣接するショップ

トラベルツアーセンター

カフェ（WIFI環境）

マクドナルド

スポーツジム
（1200ペソ/月・600ペソ/半月）



4. 充実した寮・他施設

・ランドリーサービス（週2回）

受付：月曜日 08：00～14：00 → 受取り：水曜日 17：00～19：00

受付：木曜日 08：00～14：00 → 受取り：土曜日 08：00～17：00男性

女性
受付：火曜日 08：00～14：00 → 受取り：木曜日 17：00～19：00

受付：金曜日 08：00～14：00 → 受取り：月曜日 17：00～19：00

・ルームクリーニング（週1回）

寮2階 → 月曜日 寮3階 → 火曜日男性

女性 寮4階 → 木曜日 寮5階 → 金曜日

※ 掃除スタッフは紛失等を防ぐため、机やキャビネットは掃除しません。床掃除、ブランケット、シーツ、
枕カバーの交換をします。

※ ゴミの回収は、毎朝 08：00 までにドアの前に出してください。



安全に生活を送るための学生ルール

1. 安心な学習環境のため、男女の寮を完全にフロア分け

2. 生徒の安全と規則正しい生活のため、厳しい門限の設定

3. 生徒の出入りを24時間管理、指紋認証システム

4. 校内へのアルコール持ち込み禁止

男性は2階・3階、女性は4階・5階に分けている。

日曜日～木曜日は夜22時まで、金曜日と土曜日は夜24時まで



初日のオリエンテーションスケジュールは？

08：30 ～ ビザ申請書の作成のご案内

5階のAVR5ルームにて集合してください。（エレベーターを降りてすぐ左の教室）
持ち物 ・・・・ 筆記用具、パスポート、Eチケット（航空券情報）、証明写真

09：00 ～ レベルテスト

11：50 ～ 各自食堂にて昼食

13：00 ～ 日本人スタッフにて学校の案内（規則・各教室）、指紋認証

1階 受付前にて集合してください。

到着時にお渡しをしたドミトリーチェックフォーム
（寮設備確認書）をお持ちください。

16：00 ～ 買い物と両替、電気代、水道代の支払い
学校の車にてパークモールに行き、必要なものを買い物
または両替。日本人スタッフが同行します。
学校に戻ってから電気代、水道代の支払い。

16：55 ～ 時間割配布とテキストの購入

テキスト代 約400ペソ （レベルにより変わります）



空港 到着時の出迎え送迎サービスについて

預けた
手荷物を

取る

入国審査 税関審査 到着
ロビー

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

預かり手荷物の受取り 到着ロビー 出口ドア
プラカードを持って

待ってます。



CDU ESL Center の生徒に聞きました。

この学校の、「良い点」は？

良い点

・フィリピン人の医学生と交流が簡単にできる ・寮の部屋が二人部屋でも窮屈感がなく広い

・学校の中にマッサージショップがあり、
フェイシャルエステ後にすぐに部屋に帰れる。

・学校の周りが静かで何もなく、他の場所
と比べて危険な感じがしない

・日常生活に必要なものが気軽に買うことができる
ショッピングモールが近くにある

・放課後の時間が有効に使えること

・タクシーが捕まえやすい。また帰りは CDUマン
ダウェアと言えば、タクシーの運転手がわかる

・空港から近い（車で15分）



CDU ESL Center の生徒に聞きました。

この学校の、「改善点」は？

改善点

・食事が韓国風料理が多い。 ・寮の部屋のクーラーが効きすぎる

・シャワーの水量が弱い ・プールがない

・学校のルールと門限が厳しい ・国際色が少ない

生徒からいただくご意見は、大切なものです。
日本人生徒が目標に向かって安心、充実した生活を送れるように、

日々改善努力をしていきます。
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