!"#$ %&'()%

3D UNIVERSAL ENGLISH INSTITUTE INC. .

PROFILE
!"#$%&'()*+,3D UNIVERSAL ACADEMY!"2002#$%6,000&'()*+,'-./0123456789:;'<*=MTM
CEBU LANGUAGE INSTITUTE>?@A/012BC67DEFE5GH'IJKLESL9MNOPQR2013#$%&S'
TU/"VW*C+X+5!TY'ZQ[\]^_;'`a/0b%cQR
def:Ng!!"#$%&'()*RVW*hijkK.lm%5/0fX+P!Wm"no'.Qp5'qr/2C+
+ePQRst\uvX+wxfyzP{*gv|Ngv}~'wxQ f+'W%/"
=E+v>5Kf+5!5W*U/K:tNv' ¡¢?£/0b%
cQRp¤$%¥¦P§)*B¨©'$%ª«K9uNP¬®*¯?5W%c/2R3Df[\]^_;!°
±X+j²~"³´!µ¶T·¸¹Wº"X+f»¼'b½¾f¿ÀÁÂK2LK0b%cQR

3D!BC+5Kwxf»¼'ÃÄ0³cÅcWÆ~5Çz/"+,fÈÉf2ÊwË'Ìm/0KcQRÍ³´
Î/³'ÏQP{ÐÑÒÓÔÕ®"ÖW*×'½Ø2 Ñ´f+,wÙfÚÛ'`aQ*p5Rp¤?Ü2¾f
wxf»ÝPQR

3D UNIVERSAL ENGLISH INSTITUTE INC. .

PHILOSOPHY
!"#$%&'()) !"#$%&'()$*+
!%)
!'&'*%+)

,-"./'01$
23$*+4

,!))))))))))))56"789:;%<=>?>;@ABCDE@F

-$.%%*)/"#"%0 1%23(4#)5.')6*%73*),!
=Þß?*X+>':Ng"àáâ'ãÊ5Q*µ¶äåæNM?ç?*BC67fèé+e5W%"=X+>
'êë)2ìß?*X+'`a/0í%cQR

-$.%%*)8"##"%0 9')3(')3**):%();%<():<5<('
=¥¦îT>5Kïðfª5=Q*¯>$%ª=ñ¤*¯>'Nâ/"¥ÒfòóWôõ0BC'ö÷Q*¯'øùR
f}~'Q*úfE'qr/2}~ûü0ýþ/0í%cQR

3D UNIVERSAL ENGLISH INSTITUTE INC. .

ADVANTAGES
! !"#$%&'()*+
!"#$%%$年&⽉に設⽴されたセブ島で$'()*+,-./0123456789:;<=>?@%年以上の歴史と経験に基づく質の⾼いカリ
ABCDEF;G9HIJKL+M>?

! ,-)./#012345
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Yi<;j:C9klmKL+M>?

! 便利かつ安全な⽴地
!"はセブ島にある語学学校で唯⼀、ショッピングモール内に位置しています。スーパーマーケット、ファストフードショップ各国料理レス
トラン、マッサージやスパなどが集まる賑やかなエリアなので、⽣活に非常に便利です。

! 67894:;<=5>4?@A
:C9<;DEn;oZ0$&時間常駐の寮が同施設内にあり、寮では⾷事、洗濯、掃除のサービスが⽤意されています。通学や家事に時間
HpqrEstuvwx5yzH{L|}~)>rE=>?

! BCD86497EF
フリータイムに参加できる無料のダンスクラス、フィリピン政府協⼒のもと実施しているボランティア活動や講師企画のスクールトリップ
s
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ESL COURSE
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678;9=#Z0[;Z0&yzu678i<;j!yz5
時間の授業が⾏われます。マンツーマン授業では⽇常英会話を習得するため
使⽤頻度の⾼い単語やイディオム、表現を習得し実践で使えるよう集中的に
;0i?i<;j#uGe9 |¡¢M=£¤)¥¦L
O§=¨Y©MªMs«¬5:C9H®¯°L±®u²³5~(´)
µ¶THO§>YrE=¨M>?,.;·fD)#¸09:C9
ディスカッションなどの無料オプショナルクラスにも参加可能です。
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基礎的な英語⼒があり、⽇常的なコミュニケーションが可能
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!+#$ABCD()*
EFG=H=IJABKL>?@
ABCD()*
意思や意⾒を適切に表現することが可能
MNOI()*
ビジネスシーンでも⾃分の意⾒を的確に表現することが可能
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ESL COURSE CURRICULUM
ESL Practical 1:1

tqJ2q%&'1`abcd%0lZpI: $&'>JqY[#$G=
テンスの反復練習や発⾳訓練など、スピーキングに特化したレッスンを⾏います。

!"#$%&'()

Movie Understanding Practice

ネイティブスピーカーが登場する映画を題材にした授業です。英語で映画を理解するだけでなくア
]G=^1VYtc1bXq$_$CD1`abcd

!"#$%&'()

Job and Business English Practice

MNOI;:=JVIj;<=6:H=yYN<P=M7:$_J2q%
&'1H: X4]¡Id¢&SV£¤¥¦§1¨©c£lªccbcd
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Multimedia Understanding

%0«J¬bpFq87:I®Y¯°±²P^$_³$^´]1G(]^d%0J
ニュースを理解するだけでなく、あらゆる話題から⽇常で使える⾃然な表現も学びます。
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English Demo

TUµop4H: 1WXl¶(·=H:;<=Ij;<=Y):^Y¸¬$_
を⾏います。⼈前での発表、発⾔機会の多いクラスです。
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Speech Practice

I´:¹=ylZpYV5º1»¼4V]¡IJcd{½/01¾¿ÀlYI:
JqbJÁ¾ÂFbcd
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Native Communication

\iRjSTUVWXY,-J2upq%0CD1`abcdOPHI´:j:V&'I´:
ドに慣れることでリスニング⼒を強化し、実践的なコミュニケーションスキルを強化します。

!"#$%&'()

Native Expression

\iRjSTUXklY,-mnopq;r7s:;<=ltuv4wP\xyz&'{|1}~
しロールプレイを⾏います。テキストだけでは学ぶことのできない⾃然な会話表現を学習します。
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British Communication

PQRISTUVWXYPQRI%0VZ[CDY\]G=^$_1`abcdefVghWPQ
リスのものを利⽤し、イギリスの⽂化とコミュニケーションについて理解を深めます。

!"#$%&'+)

TOEIC Practice

ÃÄÅÆÇ試験科目のリスニングセクションとリーディングセクションを集中トレーニング、効率的な
解法やテクニックを学びます。また、スピーキングセクションの反復練習なども⾏います。
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IELTS Practice
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NATIVE ESL COURSE
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z5時間の授業が⾏われます。¿;95ÀÁ#i<;j!
Z{Lefg-hUV)XYEsYÂ=>?i<;j:C9He
fg-hUVÃ¿>YrE)X®uX®ÄÅÆÇÈ´ÉsÊËHÌÍ
することで、ネイティブ、非ネイティブを問わず円滑なコミュニケー
`a0ÎYXqsÏÐH(ÑKM>?,.;·fD)#¸09:C
スやディスカッションなどの無料オプショナルクラスにも参加可能です。
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ABCD()*
意思や意⾒を適切に表現することが可能
MNOI()*
ビジネスシーンでも⾃分の意⾒を的確に表現することが可能
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7MAN TO MAN COURSE
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Z0[;Z0ÀÒ;9=#ÓÔyz5Z0[;Z0授業が⾏われます。
マンツーマン授業では⽇常英会話を習得するため、使⽤頻度の⾼い単語やイ
]-ÕDuÖ×HØKÇÈ=p°YXqÙx´);0iHÚKM>?
Z0[;Z0:C9=Ùx´)ÛÜ>YrE)X®Ýz=9/;A
ングを効率よく伸ばすことができます。
フリータイムにはダンスクラスやディスカッションなどの無料オプショナル
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意思や意⾒を適切に表現することが可能
MNOI()*
ビジネスシーンでも⾃分の意⾒を的確に表現することが可能
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TOEIC COURSE
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V5:IJcdßV5:IJÜ =º: =efÍàáYÃÄÅÆÇy*:¶e
fâàáYÅÉÈy*:¶efãàáVÛäå時間の授業が⾏われ、マンツーマン
efVæâàá>ÃÄÅÆÇçè(I=X$¾bcd
=º: =ÃÄÅÆÇef1éêcqVÜÃÄÅÆÇI5\ëìíîïð1ñÕ4
選抜講師陣。個々のレベルに応じた効果的なレッスンを⾏います。
ÃÄÅÆÇy*:¶efJÜòló°ôõö÷øXÈöùú°÷ö÷øVçè^(:8=y1Y
ÃÄÅÆÇ =º: =efJÜûSVüýlþ4`>?@Jcd
フリータイムには無料オプショナルクラスに参加できます。
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IELTS COURSE
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¯!öúö÷øパート以外の学習が可能です。フリータイムには無料オプショナルク
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! BC*+,-./を運営するブリティッシュカウンシルの正規代理店です
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TOEFL COURSE
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BUSINESS COURSE
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フリータイムには無料オプショナルクラスに参加できます。
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DORMITORY
FG,E'*+!H"(#,(.(G!IJは校舎とドミトリー⼀体型の施設です。寮では2KLMNOPQRSTUVW0XY%Z[&\]Y^_`ab
るスタッフが⽣活をしっかりとサポートしますので、安全かつ快適な留学⽣活を送ることができます。校舎はセブ市内の語学学校で唯⼀
ショッピングモールの敷地内にあり、⽣活利便性はもちろんショッピングや観光スポットへのアクセスも抜群ですM
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! KLMNO
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ルテレビ、冷蔵庫、エアコン、インターネット回線（有線・無
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・⼀般薬提供（無料）
・ビザ延⻑⼿続きサービス（延⻑費⽤は個⼈負担ô

! PQGRNO
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・無料スポーツジム（併設のショッピングモール内）
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!"#$%&'()'!*
新ビル校舎はメイン校舎から道路を挟んだ真向いにあり、メイン校舎の⽣活利便性や交通アクセスの容易さはそのままに、完全新築の設備の中Z
cdefghijklmnopqres*)パークなどセブを⾒渡せる2tt度パノラマの展望ラウンジを備え、屋上にはバスケットボールコートも
uvUFGZRwxeykz{|}~inop
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・⼀般薬提供（無料）
・ビザ延⻑⼿続きサービス（延⻑費⽤は個⼈負担ô
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・無料スポーツジム（併設のショッピングモール内）
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HOTEL
!"#$ %&''()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEDFGH.IJKLMNOPQMRST
IJ9:;GUVS8WLXY/0Z[6\]M^_`ab;cdedYfgh;Yijklm6nop
qrをご利⽤いただけると考えております。
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キングサイズベッドをお⼀⼈で利⽤
:5; 電気料⾦のみ退去時別途⽀払が必要です。
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`0i<%_oH$台利⽤
:5; 電気料⾦のみ退去時別途⽀払が必要です。
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!"#$"%&#&'%
2t8年2⽉より、新たに学校近郊に、外部コンドミニアム寮を設けることにいたしました。近郊は治安のよい住宅街で、セキュリティも
ZopnkU R9V_&*)%nZF分という好⽴地で、周辺にはレストランやマッサージ店なども充実してい
てとても便利です。FGeRwTU8FR%&R%&S Oi¡f¢nop
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LOCATION
! VW#XYZ[1\]<^_4`ab
!"¾#.h`g-5x/)0KL+M>?1
はビジネスホテルとして使われていた施設を利⽤
していることからも、当校の⽴地のよさ、各部屋
の利便性のよさがお分かりいただけるでしょう。
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各国レストランが⽴ち並んでおり、快適な⽇常⽣
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ACTIVITIES
当校では教室の外でもさまざま経験を通じて英語で学ぶことができるよう、⽉に⼀度の-£¤¥¦A§3,¨¥©ª¥A«¬®x¯°±²³
画の旅⾏イベントなど、さまざまなアクティビティを実施しています。今後もボランティアや社会科⾒学など多彩なプログラムを
´µi¡¶¢nop

! 3D OUTREACH PROGRAM
現地の⼈たちと交流し、社会に奉仕することを目的に、毎⽉ボランティアアクティビティを実施しています（⾃由参加・
有料）。訪問先は毎回異なり、⼩さな⼩学校や⾼齢者施設、貧困地域や孤児院などで寄付活動を⾏います。⼩学校で⼦供
たちと遊んだり、お年寄りのお話を聞いたり、⽊を植えるお⼿伝いや海岸の清掃など、活動内容はさまざま。参加者には
地元⾃治体に認可された修了証を発⾏しています。

! 3D OTHER WEEKEND TRIPS AND ACTIVITIES
!"では授業以外でも講師と交流し英語を使う機会を提供しています。講師が全て企画、実施する旅⾏アクティビティは特
に⼈気が⾼く、毎回多くの学⽣が参加します。旅⾏アクティビティーでは学⽣が英語を使う機会が多くなるようなイベン
#$%&'()*!"流。また、地元の⽂化やフィリピンの伝統に触れることができるのも⼤きな魅⼒です。

! 3D DANCE CLASSES
⾳楽が聞こえたら、ダンスクラスのスタートです︕平⽇の午後、ライリーン先⽣がベリーダンスとズンバダンスを教えて
います。ダンスの得意な⼈も、はじめての⼈も、この機会に英語でダンスを習ってみませんか︖

! 3D WEEKDAYS EVENING ACTIVITIES
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INFORMATION
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