


ブルーオーシャンのVISION
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「セブ・ブルーオーシャン・アカデミー」で、社会で通じる 

英語を教え、学生全員の夢を築き上げていく。

“We, Cebu blue ocean academy family, build each other’s 
dream through functional English education.” 



所在地
マクタン島（Mactan Island）は、フィリピン中部セブ州にある島です。
空港からセブ市街へは車で20~30分、ブルーオーシャンアカデミーへは20分程です。マクタン
島は風光明媚で風通しがよく、一般に言う「セブ・リゾート」とはここマクタン島を指す場合
が多く、外国からの移住者も多いです。

Philippines

セブ・マクタン
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ブルーオーシャンがあるセブ・マクタン島とは？



４つの特徴

綺麗で落ち着いて勉強ができる施設

14年間の研究が生んだカリキュラム 厳しい採用過程から選抜された講師陣

セブならではの多様なアクティビティ 4
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14年間の研究が生んだカリキュラム

カリキュラム紹介



General ESL Business Course

Intensive ESL

Premium ESL
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カリキュラム紹介

Light ESL

Flight Attendant Course

Option Class

14年間の歴史があるパインスアカデミーでは、専門チームがカリキュラム
に関する研究を続けてきました。ブルーオーシャンでは、パインスのノウ
ハウを活かしたカリキュラムだけではなく、セブで留学する学生のニーズ
に合わせた新しいカリキュラムも開発しています。

Family Course



レベル分けシステム

入学時にレベル分けテストを受ける。
インタビュー・リスニング・リーディング

それぞれのレベルに合ったクラス・教材で勉強ができる。
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学生が適切なレベルで授業が受けられるように、レベル分けテストを実施しています。

2週目：
4週目：

2週目：ミニプレゼン
4週目：パブリック

           プレゼン

ESL Business Flight Attendant

テスト(1時間) 発表 発表
2週目：ミニプレゼン
4週目：パブリック

         プレゼン

インタビュー
リスニング
リーディング

Family (Junior)

テスト(1時間)

4週目：インタビュー
リスニング
リーディング



General ESL

ディスカッションの力をつけたい
全ての教科をバランス良く学びたい
日常会話を基礎から学びたい

1. 教科書にそった授業で、英会話ビギナーでも安心
会話の基礎となる単語やフレーズを教科書にそって勉強していくので、勉強方法が分からないビ
ギナーの方にオススメのコースです。各レベルに合った内容を学んでいくので、少しづつ英会話
の質が上がっていくのが実感できます。

2. グループクラスだからこそできるディスカッション
多国籍のクラスメートと英語で意見交換や発表をする事で、違う文化を学んだり、そこで新
しい単語や表現を習う事もできます。人前で英語を使うのにも慣れてきます。

3. 会話に必要な他の教科も学ぶ
リスニングや発音、文法を同時に学ぶことでコミュニケーションスキルの向上につながりま
す。全体的にバランス良くスキルを身につける事ができます。

こんな方にオススメ!!
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マンツーマン ：5時間
グループ(4対1)：2時間 1日:7時間（２週間～）



学べる内容
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マンツーマン ：5時間
グループ(4対1)：2時間 1日7時間

レベル!!! 科目
マンツーマン授業：５時間 グループ（４：１）授業：２時間

1

初級

単語　　　　　　　　　　　　　　　　　
初級英会話フレーズ&表現　　　　　　　
リーディング読解　　　　　　　　　　　
音読・発音　　　!!!!!!!!!!!!!　　　　　　　　
初級リスニング　　!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

初級ライティング!　　　!!!!!　　　　　　　　　
コミュニケーションスキル　　　2

3

4

中級

音読・発音　　　　　　　　　　　　　　
中級英会話フレーズ&表現!1!!!!!!!!!!!!!!!!　　　
文章作成!

中級リスニング!1　　　　　　　　　　　　　　
中級コミュニケーションスキル15

6
音読・発音　　　　　　　　　　　　　　
リディーング読解　　　　　　　　　　　
中級英会話フレーズ&表現!2 
ディスカッション　　　　　　　　　!!!!!!!!!!!!!!!

論文作成!

中級リスニング!2 
中級コミュニケーションスキル!2

7

8

上級

アカデミックリーディング!  
ディスカッション!  
上級英会話トレーニング!  
イディオム&表現!  
ビジネスコミュニケーション!

上級リスニング!  
パブリックスピーチ!

9

10

General ESL （２週間～）



Intensive ESL

マンツーマンだけでレッスンを受けたい短期間で英語を身につけたい
全ての教科をバランス良く学びたい
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こんな方にオススメ!!

1. 短期間の留学でもマンツーマン授業で身につく英語

マンツーマン ：７時間

短期間の留学でも、英語をしっかり勉強したい方にオススメのコースです。マンツーマン
の授業を1日に７時間も受けられるので、自然と英語で話す事に慣れるほど練習できます。
マンツーマンなので、自分の弱点を先生が指摘してくれ効率的に英語が学べます。

2. 会話に必要な他の教科も学ぶ
リスニングや発音、文法を同時に学ぶことでコミュニケーションスキルの向上につなが
ります。全体的にバランス良くスキルを身につける事ができます。

（２週間～）
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学べる内容
レベル!!!!

科目 レベル!!!! 科目
マンツーマン授業：7時間 マンツーマン授業：7時間

1

初級

単語!  
リーディング読解　　　　　　
音読・発音 
初級英会話フレーズ&表現 
初級リスニング!  
初級ライティング 
コミュニケーションスキル!

6

中級

音読・発音 
リーディング読解 
中級英会話フレーズ!2 
ディスカッションスキル 
論文作成 
中級リスニング!2 
中級コミュニケーションスキル!

2 7

3 8

上級

アカデミックリーディング 
ディスカッションスキル 
上級英会話トレーニング 
イディオム&表現 
ビジネスコミュニケーション 
上級リスニング　　　　　　
パブリックスピーチ

4

中級

リーディング読解　　　　　　
音読・発音 
中級英会話フレーズ&表現!1 
文章作成!  
中級リスニング!1 
中級コミュニケーションスキル!1

9

5 10

マンツーマン ：７時間Intensive ESL （２週間～）



Premium ESL

自分の学びたい教科だけ選択したい
マンツーマン9時間に挑戦したい2週間で集中的に勉強したい
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こんな方にオススメ!!

マンツーマン ：９時間

1. 1日に９時間、２週間で９０時間のマンツーマン授業
ブルーオーシャン最大の１日にマンツーマン授業を９時間学べるコースです。超短期留学
でも確実に英語力をつけたい方や長期留学の最後に短期集中で勉強したい方にもオススメ
のコースです。

2. 相談して決めて自分だけの時間割を作れる
他のコースと決定的に違う点は、マネージャーと相談して自分が学ぶ科目を自由に選べる
というところです。学生の重視したい内容に合うオプションを8パターンから選択できるよ
うになっており、さらにその内容を要望に合わせて組み替える事も可能です。週に一度の
フィードバックを通して、学生の学びたい内容に沿った学習ができているのかをチェック
します。

（２週間～）
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Premium ESL マンツーマン ：９時間
学べる内容

自分に合った時間割を 

選ぶ？作る？

カスタマイズ例１ カスタマイズ例２
Option A：スピーキング特化

1.単語
2.英会話フレーズ
3.発音
4.ディスカッション
5.リスニング
6.ニュース
7.ディスカッション2

8.イディオム
9.リーディング読解

1.単語
2.英会話フレーズ
3.エッセイ
4.履歴書作成
5.基本文法
6.リーディング読解
7.リスニング
8.E-mail・手紙作成
9.ディスカッション

Option C：ライティング特化

＊OptionA～H の中から自分の好きなコースを選択できます。コースの内容をさら　　
　に変更したり、始めから自分で全て考えて作る事もできます。

（２週間～）
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Light ESL マンツーマン ：3時間
グループ(4対1)：2時間 1日5時間

こんな方にオススメ!!

勉強にプラスでプライベートも充実させたい
授業後に自習する時間を持ちたい日常会話を基礎から学びたい

1. 教科書にそった授業で、英会話ビギナーでも安心
会話の基礎となる単語やフレーズを教科書にそって勉強していくので、勉強方法が分からないビ
ギナーの方にオススメのコースです。各レベルに合った内容を学んでいくので、少しづつ英会話
の質が上がっていくのが実感できます。

2. 1日5時間の授業の後は、自分で復習する時間を持てる
他のコースと比べて、時間の短いLight ESLは、授業後に自習をしたい方には適切なコースです。
その日に習った内容を復習すれば忘れずにしっかり身につける事ができます。

3. 授業後の空いた時間は自由に過ごせる
勉強をしながら、プライベートも充実させたい方にオススメのコースです。ブルーオーシャンは
外出可能なので、買い物をしたりマッサージに行ったり自由に過ごせます。

（２週間～）
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Light ESL マンツーマン ：3時間
グループ(4対1)：2時間 1日5時間

レベル!!! 科目
マンツーマン授業：３時間 グループ（４：１）授業：２時間

1

初級
初級英会話フレーズ&表現　　　　　　　
初級単語&リーディング読解　　　　　　
音読・発音　　　!!!!!!!!!!!!!　　　　　　　　!!!!!

ディスカッション　　　　　　　　　　　　　
リスニング

2

3

4

中級
中級英会話フレーズ&表現　　　　　　　
中級単語&リーディング読解　　　　　　
音読・発音　　　!!!!!!!!!!!!!　　　　　　　　!!!!!

ディスカッション　　　　　　　　　　　　　
リスニング

5

6

7

8

上級
上級英会話フレーズ&表現　　　　　　　
上級単語&リーディング読解　　　　　　
音読・発音　　　!!!!!!!!!!!!!　　　　　　　　!!!!!

ディスカッション　　　　　　　　　　　　　
リスニング

9

10

学べる内容
（２週間～）



Business Course

就職・転職に役立つ英語を学びたい ビジネスの場で使える英語を身につけたい

英語で発表ができるようになりたい

16

こんな方にオススメ!!

マンツーマン ：5時間
グループ(4対1)：2時間 1日7時間

1.  履歴書の書き方から面接の練習まで
英語のスキルが必要な企業で働く方のために履歴書の書き方から、面接までを授業で学べ
るコースです。就職や転職する際に自信を持って英語で話せるスキルを身につけられます。

2. 就職後にも役立つ表現を学ぶ
会社内で業務的に必要な表現方法やコミュニケーションスキルを学び、ビジネスの
場でも堂々と会話ができるように練習していきます。

3. 英語でのプレゼンテーション
ただコミュニケーションスキルを付けるだけではなく、大勢の前に立ってプレゼンで
発表する事に慣れておくこともビジネスの場では重要なスキルです。

（４週間～）
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Business Course

学べる内容
レベル 科目

マンツーマン：5時間 グループ(4:1)：2時間

初級

TOEICリーディング読解!  
ビジネス英会話フレーズ&表現1!  
ビジネス英単語1!  
ディスカッション1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!　　　　　　　　　
ライティングとミニプレゼン　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　!　　　　　

TOEICリスニング　　　　　　　　
ビジネスプレゼンテーション1

中級

TOEICリーディング読解!  
ビジネス英単語2!  
ディスカッション2!!!!!!　　　　　　　　　　　　
ジョブインタビュー 
履歴書作成!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TOEICリスニング!!!!!!!!!!!!!!　　!!!!!!!!!!!!!!!

ビジネスプレゼンテーション2

上級

TOEICリーディング読解  
ビジネス英会話フレーズ&表現3!  
ディスカッション3!  
ジョブインタビュー!  
就職計画書作成!!!!!!!!!!!

TOEICリスニング　　　　　　　　
ビジネスプレゼンテーション3!  
職場見学

マンツーマン ：5時間
グループ(4対1)：2時間 1日7時間（４週間～）
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Flight Attendant Course マンツーマン ：5時間
グループ(4対1)：2時間 1日7時間

こんな方にオススメ!!

フライトアテンダントを目指したい
現場で必要な英会話スキルを身につけたい

2.  英語にプラスしてスキルアップ

1.  フライトアテンダントとして必要な会話スキルとTOEIC
フライトアテンダントを目指す方のためのコースです。仕事をする上で一番重要となる
英会話を場面や状況に合わせて練習していきます。そして、英会話スキルと共に必要なのが、
TOEICのスコアです。正規授業にTOEICのリスニング、リーディング授業が含まれている
ので同時に学べます。

このコースでは、実際に就職の際に必要な履歴書の書き方や英語インタビューの練習も
行います。そして、就職後に必要な場面を想定したデモンストレーションの授業もあり、
スキルアップに役立ちます。

（４週間～）
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Flight Attendant Course マンツーマン ：5時間
グループ(4対1)：2時間 1日7時間

レベル 科目
マンツーマン授業：５時間 グループ（４：１）授業：２時間

初級

TOEIC リーディング　　　　　　　　　
音読・発音　　　　　　　　　　　　　
ディスカッション　　　　　　　　　　
客室乗務員の単語　　　　　　　　　　
客室乗務員の知識　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　
コミュニケーションスキル　　　　　　　
TOEICリスニング　　　　　　　　       　
　

中級

TOEICリーディング　　　　　　　　　
音読・発音　　　　　　　　　　　　　
ディスカッション　　　　　　　           

履歴書作成とカバーレター       　　　　
フライトアテンダントインタビュー1

コミュニケーションスキル　　　　　　　
TOEICリスニング　　　　　　　　

上級

TOEICリーディング　　　　　　　　　
音読・発音　　　　　　　　　　　　　
ディスカッション　　　　　　　　　　
フライトアテンダントインタビュー2　 

フライトアテンダントインタビュー3　

コミュニケーションスキル　　　　　　　
TOEICリスニング　　　　　　　　

学べる内容
（４週間～）
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Family Course

こんな方にオススメ!!

親子で一緒に海外生活がしてみたい
子供の頃から英語に触れさせたい

マンツーマン ：5時間
グループ(4対1)：2時間 1日:7時間

マンツーマン ：4時間

Junior

Parent

1.  親子で海外に住む体験ができる
実際に海外に住む事によってさまざまな新しい体験ができます。お子さんに海外留学の経
験をさせてあげたいが、一人で行かせるのが心配な親御さんのために一緒に安心して留学
できるコースです。平日に勉強して、週末にはリゾート地のマクタンの雰囲気に合わせゆっ
たりと過ごしたり、アクティビティも体験できます。

2. 子供の頃に始める英語の学習
吸収力の高い幼い頃から海外で英語を習う事で、英語でのコミュニケーションスキルや正
しい発音を早いうちから身につける事ができます。優しくて面白いフィリピン人講師との
授業でお子さんも楽しく授業を受ける事ができます。

（２週間～）
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Family Course -Junior-

レベル!!! 科目
マンツーマン授業：５時間 グループ（４：１）授業：２時間

1

初級

単語　　　　　　　　　　　　　　　　　
初級英会話フレーズ&表現　　　　　　　
リーディング読解　　　　　　　　　　　
音読・発音　　　!!!!!!!!!!!!!　　　　　　　　
初級リスニング　　!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

初級ライティング!　　　!!!!!　　　　　　　　　
コミュニケーションスキル　　　2

3

4

中級

音読・発音　　　　　　　　　　　　　　
中級英会話フレーズ&表現!1!!!!!!!!!!!!!!!!　　　
文章作成!

中級リスニング!1　　　　　　　　　　　　　　
中級コミュニケーションスキル15

6
音読・発音　　　　　　　　　　　　　　
リディーング読解　　　　　　　　　　　
中級英会話フレーズ&表現!2 
ディスカッション　　　　　　　　　!!!!!!!!!!!!!!!

論文作成!

中級リスニング!2 
中級コミュニケーションスキル!2

7

8

上級

アカデミックリーディング!  
ディスカッション!  
上級英会話トレーニング!  
イディオム&表現!  
ビジネスコミュニケーション!

上級リスニング!  
パブリックスピーチ!

9

10

マンツーマン ：5時間
グループ(4対1)：2時間 1日:7時間

学べる内容
（２週間～）
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Family Course -Parent- マンツーマン ：4時間
学べる内容

1.ディスカッション      

2.音読・発音                

3.リスニング
4. 英会話フレーズ

＊お子さんだけではなく、親御さんも英会話の楽しさを体験できるスピーキング中心の
　マンツーマン4時間授業で構成されています。組み替えは自由にできます。

親子いっしょに留学体験

（２週間～）
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Option Class

オプションクラスとは、正規授業にプラスして学生が無料で取る事のできる参加自
由の選択クラスです。
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Option Class

- Night study

学生一人に一部屋が提供され、集中して自習
に取り組めます。サポーターとして先生が付
いているので、質問もでき夜の時間を有効的
に使えます。

- Survival English 19:00-20:00

日常に起こりうる場面を想定した英会話の練
習。レストラン・電話・道案内・空港などで
使える単語やフレーズなどを練習していきま
す。

- Morning Listening 7:00-7:50

会話をする時に、スピーキングスキルと共
に必要なのがリスニングスキルです。朝は、
一番情報吸収力が高いため効果的にリスニ
ングスキルを鍛える事ができます。

勉強型オプション

1時間～3時間選択
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Option Class

- ZUMBA

フィリピンでブームとなっているZUMBA！！
ラテン音楽のステップ、格闘技、ベリーダンス
のステップを組み合わせたエクササイズです。
エアロビクスよりもダンスステップを基本とし
ているため、楽しくエクササイズができます。

19:00-20:00 - Guitar class
フィリピン人講師に習うギタークラスはギター
のスキルを身につけられると同時に、英語の
POPソングを通して英語をより短に感じる事
ができるクラスです。

19:00-20:00

リラックス型オプション
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厳しい採用過程から選抜された講師陣

講師紹介
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学校長  ルーベン・アスラー

セブ・ブルーオーシャンの講師は、
効果的なESL講師になるために必要な
能力やスキルを持ち合わせています。
彼らは教育学者であり、英語を第二
言語として皆さんに教育してくれま
す。そして、もう一つ重要なものは
「心」です。
講師たちは知識に基づいて英語を教
えるだけではありません。彼らは英
語の学習をしている学生に寄り添っ
て教育することができます。つまり、
「情熱」を持ち合わせているという
事です。

ブルーオーシャンの講師とは？
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ブルーオーシャン講師採用過程

1. 初期面接

2. OT

3. 初期教育デモ

1. トレーニング

2. クラス視察

1. 最終デモ

2. 最終OT

Step1 
1week

30%不採用

Step2 
4weeks

10%不採用

Step3 
4weeks

10%不採用

採用
採用後も毎ターム実施される学生
評価で原則、学生満足度93点以上
を保たなければならない。

ブルーオーシャンでは、14年の経験があるパインスのノウハウを活用して優秀な講師を選抜して
います。講師たちは約2ヶ月間の厳しいトレーニングと審査を通して50%程が採用となります。
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いつも笑顔のフィリピン人講師 歌やダンスは大得意

楽しく会話ができる 間違えはきっちり指摘してくれる
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綺麗な施設で落ち着いて勉強ができる

施設紹介
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リゾートホテルに滞在

綺麗で広い部屋
冷蔵庫完備

3人部屋はバスタブ付き

ホテルの目の前に海

施設内には3つのプール



新設キャンパスで授業 広々とした教室での授業

キャンパス内のカフェで自習 ジムで運動してリフレッシュ
32



スクールナースが常駐していて安心 万全なセキュリティ体制

24時間営業の売店がある
33

清掃・洗濯サービスの提供
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セブならではの多様なアクティビティ

セブ紹介
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透き通った海でダイビング

多様なマリンスポーツの体験

大型ショッピングモールで買い物

南国ならではのフルーツを味わう
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自然の中でのゴルフ体験
仲間と一緒に

アイランドホッピング

セブだからできる
初めての体験

リゾート地のマクタンで
リラックス
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アカデミーから徒歩3分　
スーパーマーケット

アカデミーから徒歩5分
マッサージ・カフェ

アカデミーからタクシーで10分
マクタン最大のモール

アカデミーからタクシーで15分
最新のスポーツ系アウトレット
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Thank you so much

Nothing Compares


