
H L C A
HAPPY LIFE CEBU ACADEMY

医療英語コースに特化した
フィリピン・セブ島語学学校ハルカ

オリジナルカリキュラム

実践的医療英語コース
生徒の医療職種や専門分野に合わせて

ロールプレイングを含めた実践的な授業で
実際の医療現場の英会話を

体験&習得できる！

生徒一人ひとりの英語学習の目的や目標を
日本人スタッフがカウンセリング後

あなたに最適なカリキュラムを作成します

超初心者からOK!
講師があなたの現在の英語レベルに合わせて
マンツーマンで丁寧に授業を進めていくため

英会話が初めてという方も安心！



国際的に活躍できる人材・医療者の育成を目指し2015年に開校しました。

学校は世界各国と取引をするBPO企業が集まるI.T. Parkという経済特区内にあります。

警備面はもちろん、徒歩圏内にレストラン・カフェ・コンビニエンスストア

銀行・両替所・サロン等があり初めての留学でも安心して過ごせる環境です。
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Happy Life Cebu Academy
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Yumi Uminaka
代表

当校はフィリピン・セブ島にある定員20名の小さな語学学校です。

私自身日本で医療職者として勤務し、その後のキャリアに悩み英語

を学ぶことを決め2013年に初めてセブ島を訪れました。ここで考え

方の多様性を学び、視野が広がり「自分らしい生き方・キャリアの

活かし方」の選択肢が増えました。

国内外の活動問わず、医療職者が英語習得する大きな意義をみなさ

んに伝え、そのサポートをしていきたく学校を運営しています。

小規模だからこそできる生徒ひとりひとりの学習・生活ケアや、現

地に根付いた体験型の語学学校ハルカで個性的な留学生活を送りま

せんか？

相談のみでも大歓迎です！お気軽にご連絡ください。



学習内容バランスと復習
Curriculum
Speaking, Writing, Listening, Readingを学びバランスの良い英語力の向上を目指します。
マンツーマン授業の特徴を生かし、授業ではスピーキングを軸にこれらの内容を学びます。

1日6レッスン全てがマンツーマンで構成されているため、個々の英語スキルや英語学習の目的・目標
に合わせて授業内容やスタイルをアレンジ可能。フィリピンにはより多くの授業数があることを強み
としている学校がありますが、単に多くの授業数をこなし十分な復習がでなけば効率的ばな学習方法
とは言えません。

授業後はその日の授業の復習やエッセイライティングなど担当講師より宿題が課せられます。毎週金
曜日に各クラス項目からの小テスト、月１回のプログレステストで学習状況を評価します。

また生徒には月に一度プレゼンテーション発表があり、担当講師とテーマの相談・原稿づくり・ppt作
成・読み上げ練習をし皆の前での発表が義務付けられます。

06:30 起床・洗面

朝食

登校

Lesson 1 『スピーキング・発音』

休憩

Lesson 2 『文法＆ライティング』

休憩

Lesson 3『旅行・サバイバル英会話』

休憩

Lesson 4　『リーディング』

昼食　日本食レストランの配達弁当（お味噌汁付き）

Lesson 5　『スピーキング・発音』

休憩

Lesson 6　『リスニング』

終了

ライブラリースペースにて本日の復習・明日の自己予習

帰宿

夕食

シャワー＆リラックスタイム

英語自己学習

就寝

07:00

07:30

08:00

08:50

09:00

09:50

10:00

10:50

11:00

11:50

13:00

13:50

14:00

14:50

15:00

17:00

18:00

19:00

20:00

22:00
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Levelling System

General English Course

欧州評議会（Council of Europe）によって発表された外国語能力の参照基準であるCEFR（Common European Framework of 
Reference for Languages）のレベル分けを採用しています。
入学時のレベルチェックテストと毎月行われるプログレステストで学習状況を評価します。

初級者は生徒自身の紹介や身近な話題での英会話からスタート。
その後、状況別の英会話やより複雑なテーマ別のディスカッション、ディベートへレベルを上げていきます。
旅行英会話やビジネス英語のリクエストも可能で、既存のクラスの中でこれらのトピックスを入れていきます。
文法や発音、スペルの指導は教科にこだわらず全てのクラス内で適宜行われます。

全てのクラスはマンツーマンで１日６レッスン

文章構成、原則に基づいた文法、パラグラフ
を含む文章の書き方を学ぶ

Grammar & Composition

音源等を通して話されている文や会話から各
単語、構文の意味や内容を理解する

Comprehensive Listening

物語や文章を読む際の適切なスピード、正確
さを学び、適切な表現や理解力を向上させる

Oral Reading Comprehension

基本の発音ルールに従い話す際のそれぞれの
言葉の発音や文全体を通したイントネーショ
ンを学ぶ

Phonics & Pronunciation

トピックスについての情報や個人の感情・意
見を伝える方法を学ぶ

Discussion

トピックスについて議論や論拠を述べる方法
を学ぶ

Topical Debate

スピーチにおける表現力や論拠の述べかた、
発音スキルを強化する

Speech Improvement

弁論における表現力や論拠の述べかた、記憶
力、機敏さや説得力のある話かたを学ぶ

Public Speaking

個人や身近な話題への質問に対する答え方、
発音や暗唱力を向上する

OPI Speaking

口語でのコミュニケーションや各シチュエー
ションに応じて使用する新しい表現やボキャ
ブラリーを学ぶ

Situational Dialogues & Expressions

BASIC USER

Starter
英語の知識が全くない、また英語に触れた経験
がごく限られている

Beginner

Elementary

英語圏での旅行の際に起こりうるシチュエーシ
ョンにはほとんど対応できる。個人の関心ごと
や日常生活に関する事柄は準備なしでも会話す
ることが可能

Intermediate

INDEPENDENT USER

Pre-Intermediate

ある程度の流暢さがあり自らコミュニケーショ
ンをとることができる為、ネイティブスピーカ
ーと意思疎通も可能。身近な話題や個人の意見
などは積極的に説明や議論ができる

BASIC USER

話し手がゆっくりはっきりと話せば自分自身に
関わる事柄やごく基礎的なフレーズを理解でき
る。英語で簡単な意思疎通が可能

身近な話題や日常生活に関わる事柄について英
語でコミュニケーションを取ることができる

適切な表現方法を探りながらではなく、流暢かつ自
発的に自分を表現できる。社会や専門分野で柔軟で
効果的に英語を利用できる。相手に対してアイデア
や意見を的確に述べることができる

High-Advanced

PROFICIENT USER

Advanced

慣用句表現や口語的表現にも慣れていて、いか
なる会話や議論にも難なく参加できる。自分自
身を流暢に表現し、細かい意味を正確に伝える
ことができる

Classes Offered
クラスの紹介
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Hospital Tours
総合病院での見学実習

医療英語教科例

Medical English Course

1日6レッスンのうち4レッスンが医療英語、2レッスンが一般英語で、医療英語を学ぶ
と同時に弱点克服や基礎固めを行います。

※ 当校の医療英語コースは語学学校である性質上、医療の知識自体を教えるのではなく、＜生徒それぞれのバックグラウンドや知 
     識を使って、それを英語で理解したり医療現場において英語でのコミュニュケーション方法を学ぶもの＞と定義しています。

History Taking
問診

Vital Signs
バイタルサイン

BLS / ACLS
一次/二次救命処置

Disaster and Triage
災害医療とトリアージ

Informed Consent
インフォームドコンセント

Drug Administration
服薬指導

Nutrition and Diet
栄養と食事指導

Pain Care
痛みのケア

Patient Assessment
フィジカルアセスメント

医師・歯科医師・看護師をはじめとする医療従事者向けの専門分野に合わせた医療英語コースで
す。 医療英語に興味がある、日本で外国人患者の役に立ちたい、海外医療留学・ボランティア
やインターンシップに参加したい、医療通訳になりたい、海外で専門職の資格を取得し働きたい
など生徒の様々な目的に合わせて授業内容アレンジ可能。患者、患者家族やその他の医療従事者
と英語でコミュニケーションを取ることを目的に、医療単語や表現の理解しロールプレイングを
含めて実施します。

病棟・手術室・エマージェンシールーム・検査室・リハビリテーションルーム等の見学を行います。
生徒は見学実習計画の作成・病院での情報収集と各医療職者とのディスカッション・報告書作成を通して他国の医療や施設環境を学び、

それぞれの医療プロフェッション所属のユニットに分かれ、現地の担当者のもとで実際の医療現場を体験します。
他国の医療環境に触れることは医療職者として価値ある経験となるでしょう。

※2週間以上の医療コースの生徒のみ参加可能。参加には一部条件と誓約書への署名が必要。
※医療職種によって実習先病院や実習形態が異なります。



当校主催

※参加ボランティアにより参加費用が必要。参加希望の方は事前に希望の旨を

お知らせください

現地ボランティア団体主催

貧困地域の子供達との交流や配給活動に参加可能です。

現地の医療団や軍の担当者と共に各地域で行われる無料診療・ケ

アに定期的に当校の生徒も参加しています。

（3月〜5月が中心）

Medical Missions & Volunteer Work
現地メディカルミッション・ボランティア参加

Studying English for Medical Professionals

当校主催当校主催

生徒が紙媒体でプレゼンテーションを作成し保健センターや離島

にて服薬や保健指導活動を行います。

医療職者留学例
医療通訳を目指し一から医療英語を学びたい
医療アドバイザーとして医療英語の習得やさらなるコミュニーケーションスキルの向上のために
看護師として日本で年々増える外国人患者への対応のための英語学習
欧米の医療英語コース参加前の基礎固めのために
鍼灸師として豪華客船での勤務のため英語力が必要
医学部の休みを利用して現地医療視察含めた英語学習
理学療法士として青年海外協力隊の活動中に英語力の必要性を再確認し、活動終了後医療英語コースへ
軍病院へ医師としてアプライするための面接特訓
英語で学会発表がある為スクリプトを事前にやりとりし、添削と音声チェックを学校側で行い、１週間の休みを利用し特訓
USMLE、AMCの医師ー患者ロールプレイングのアウトプットのために
助産師として開業し、在日外国人が安心して訪れることのできる産院づくりに
歯科医師としてまずは苦手だった英語の克服のために 7

Career Upgrades
医療職者のキャリアアップ・医療英語を通して開ける道とは？
ハルカで基礎英語・医療英語習得後・・・

現地の看護師免許取得コース
インターンシップ

ビザサポート・学校の選びの
相談先を紹介しています

ニュージーランド・オースト
ラリア・カナダ・アメリカ

欧米の医療系大学へ進学
インターンシップ海外ボランティア活動

ジャパンハート、JICA、
Projects Abroad
国境なき医師団

日本で就職

英語力が問われる医療職者人材
の求人を紹介しています

例）東京近郊クリニック勤務
日常英会話できる方歓迎

TOEIC点数により給与手当あり

豪華客船乗務員、旅行添乗ナース
医療機器メーカー就職、インター
ナショナルスクールの専属看護師

医療通訳・コーディネーター
国際医療英語検定試験受験

その他



当校主催

DORMITORY
毎日の朝食、月〜木曜日の夕
食提供
週１回の室内清掃・週１回の
シーツ交換サービス
机&椅子、勉強用ライト
無料wifi接続あり

DORMITORY

Accommodation
学校寮 男女別（４人部屋）

週３回の洗濯サービス
ドライヤー
共同キッチン
共同冷蔵庫、電子レンジ、オ
ーブン、トースター、調理器
具、食器類

当校主催

DORMITORY
無料Wifi接続あり
室内清掃・シーツ・タオル交
換
机・椅子・勉強用ライト
洗濯機または洗濯サービス

ドライヤー
キッチン付き（ITコンロ・電
子レンジ・冷蔵庫・炊飯器・
調理器具・食器類・ウォータ
ーサーバー）
ジム・屋外プール
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無料Wifi接続あり
ホテル朝食ビュッフェ付
ベッドメーキング

ドリンクサービス・電気ケト
ル
歯ブラシ、ｼｬﾝﾌﾟｰ＆ｺﾝﾃﾞｼｮﾅ
ｰ、石鹸
屋外プール、ジム
バスタブ

CONDOMINIUM
コンドミニアム

LUXURY HOTEL
ラグジュアリーホテル
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セブ島はフィリピンビサヤ地方に属し人口350万人の日本人に人気のある観光地です。

リタイヤメント後第二の居住地として、欧米人を中心に永住先としても選ばれています。

HLCAの位置するセブシティは国際空港のあるリゾートエリアから車で30～40分のセブ州

の中心、都市化されたエリアです。高層ビルやコンドミニアム、大型ショッピングモール

があちらこちらで建設され、高度経済成長期の真っ只中と言えるでしょう。

　

一方で貧富の差が激しく現状としてストリートチルドレンの存在やスリ・置き引きなどの

犯罪が多いのも事実です。アメリカと同じ銃社会でもあります。

しかし服装や振る舞い、夜間の一人歩きはしない、知らない人についていかない等注意を

すれば必要以上に怖がる必要はありません。

セブ島ってどんなところ？  治安は大丈夫？
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1102 Park Centrale, Cebu I.T. Park, Lahug, Cebu City, Cebu, Philippines, 6000
+63 917 317 0969 ・ (+6332) 414 2004

info@hlca-english.com

www.hlca-english.com

ハルカ　セブ

Live.
Learn.
Connect.

メリット　デメリットは？
セブ島留学は欧米留学とどう違うの？

フィリピン留学は格安でマンツーマンの授業が受けられることから１０年以上前から韓国人留学生が英語を習得する場として
人気を高めてきました。授業料・宿泊施設・食事・洗濯・掃除等込みのわかりやすい価格設定で欧米留学の1/2〜1/3の費用で
留学できるため、日本人留学生が年々増えると同時に日本人経営の語学学校が増え、サポート体制も整ってきました。

またフィリピン人講師の明るくフレンドリーで忍耐強い性格、はっきりとして聞き取りやすいアメリカンイングリッシュ、
マンツーマンで徹底的に英語力を鍛えられることから、英会話初心者にとって最適の学びの環境といわれています。

欧米留学・ワーキングホリデー前の基礎のスピーキング力の強化やTOEIC・IELTS等の資格試験対策、ボランティア活動やイン
ターンシップ経験等その可能性は益々広がりつつあります。

一方欧米留学はグループ授業が中心で発言できる時間は非常に限られます。積極的に発言できる英語力を既に有する中上級以
上の留学生でネイティブの英語に触れたい方に向いているでしょう。最近ではこのフィリピンでの留学と欧米での留学をうま
く組み合わせる＜２カ国留学＞という言葉も浸透してきました。

フィリピンは日本から直行便でたった５時間、時差１時間、事前に特別なビザ審査が必要なく、また旅行にいく程度の費用で
留学できることから、学生は学期ごとの休みを利用、社会人は連休を利用し何度もリピートする留学生がいます。

デメリットはやはり発展途上国であり交通事情や衛生面など整備が整っていない場所が多いことです。野良犬が町をなかを歩
いてる光景は日本人にとっては衝撃的かも知れません。


