


学校紹介



フィリピンで2番目の歴史を誇る
2002年MTM JY設立(韓国資本) ▶ 2012年6月事業譲渡(日本資本)

歴史



セブを代表する日本人資本ESL校
2014年6月:40名 ▶ 2015年6月:120名 ▶ 2015年8月~:160名 ▶ 2016年7月~:230名

2014年11月: ホテル寮 ▶ 2015年1月: コンドミニアム寮 ▶ 
2015年11月: Tsaiホテル寮 ▶ 2016年4月: 新ビル寮

成長

Yamaoka Hirotaka




TESDA(フィリピン政府)認定校

認定



3Dとは

3-Dimensional approach of Global Vision
 Discover - 発見し

世界に向けて、常に Do - 行動し  続ける

Develop - 成長し

型に捕らわれない、さまざまな方向性や考え方



ビジョン

(Everything) towards Global 3D Network

生徒・講師・授業・カリキュラム・サービス、全てを

世界基準（世界No.1）

へ、そして生徒・卒業生と共に3Dの

世界中に広がるネットワーク

を構築することを目指す。



ミッション

We are all for your future
「未来に繋がる留学」

● 留学の講師・授業・結果・サービス全ての満足度90%を維持し、生徒

の世界通じる英語力を育てる

● 英語＋αの実践技術教育の場を提供し、留学後を見据えた将来に繋

がる留学を提供する

● 英語教育を通してフィリピンの魅力を発信し、フィリピンの発展に貢献

する



Be Open, Be Fair
 and give Quality Service

運営方針

国籍、生徒の要求、講師のスタイルまで、全てに対し オープンな学校とする。

そのために、多様性の中での 公平さを大切にする。

そして、充実なサービスにより留学生活に集中できる環境を提供する。



“フィリピン学校ランキング1位”
- みんなに人気のフィリピン学校ランキング : School With

(語学留学最大の口コミサイト )    



3Dを選ぶ3つの理由
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教育方針

Nothing Works Better Than Practice
「実践第一」

　「実践第一」という意識のもと、暗記する事よりも慣れる事をイメージし、

実際の様々な場面で英語を利用する事を想定。暗記や筆記を多様するス

タイルをできる限り排除したアウトプット重視の授業を提供する。

　また必要とされる多様な英語力に合わせて、豊富なカリキュラムを用意

し、将来の実践に備えた授業を提供する。





フィリピン人 = 最高の英語講師 
✓ 第二言語としての英語学習を理解していること

✓ 生活に密着した英語体験・環境

✓ 明るく、フレンドリーで世話好きな国民性





効果的、かつ柔軟な
1:1 Lessons

より多くの会話時間と 

個別の生徒のためにカスタマイズされたレッスン





CELTA（ケンブリッジ認定英語教授資格） 
ベースのトレーニング

世界標準の英語教授法を採用

新人講師トレーニング（80時間）

40時間: CELTAスタイルトレーニング +

20時間: 3Dスタイルトレーニング + 20時間: プラクティス授業





常に最高の講師を選別するサイクル

▶ 大卒資格の講師にデモ授業・面接を全て実施した上で、毎
週採用

▶ 3ヶ月毎に量的(人気のデータ化他)・質的(聞き取り他)指標
の両面から徹底評価

▶ 良い講師・伸びる講師だけが残り、全体の品質が時間ととも
に向上



講師の量的評価指標



目的にあわせた豊富なコース
ESL(4MTM+3Group), MTM(5, 6, 7), TOEIC, IELTS, TOEFL, 医療英語, ビジネス, 

ワーホリ・世界一周英語, 英語＋エクササイズ, 企業インターンコース等



講師名: MJ
3Dきっての人気講師の一人。

会話を最高に弾ませ、同時に英語の矯正・表現の追加を行うプロフェッショ

ナル。

講師名: Piere
ビジネス・TOEICコース担当、ロースクールに通う 3Dの人気講師。

元コンテンツライター。英語の発音もナンバーワン。発音・ライティング・グ

ラマーのクラスは特筆もの。

講師名: Cherry
TOEIC, TOEFL, IELTS, ビジネス担当講師。

3Dでもっとも経験豊富な講師の一人。深いテーマに基づいたディスカッショ

ンなど知的なクラスを得意とする。



講師名: Eddy
ビジネスグループクラス担当講師。

夕方に行われるヨガクラスの講師も担当し、豊富な教師経験からインタラク

ティブなビジネスグループクラスを行う。

講師名: Rylene
ディスカッション、プレゼンテーショングループクラス担当講師。

前進のMTM JY時代とあわせ10年を3Dで過ごす。ディスカションクラスに

て生徒を励まし、盛り上げるスキルはオンリーワン。

講師名: Tim
ネィティブグループクラス担当講師の一人（ネィティブ 3名）

イギリス出身でTESOL（英語教授法）取得。 10数年以上フィリピンとマレー

シアでビジネス英語、 IELTSなどを教授。







毎日がアクティビティ!!
経験を通して英語を学ぶ

✓ 毎日：ヨガ、ズンバ、ダンス、文化交流、映画等

✓ 毎週：スクールトリップ

✓ 毎月：アウトリーチ（ボランティア）プログラム、スタディツ

アー、学校対抗バスケットボール大会等







卒業式 文化交流 ダンス

アウトリーチ スクールトリップ スタディツアー
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多様な寮・部屋タイプ

✓ 内部寮1~6人部屋

✓ 新ビル寮1~4人部屋

✓ 外部ホテル寮(Prestigio)1人部屋

✓ 外部ホテル寮(Tsai)1人部屋



本館（内部寮） 新ビル寮



外部ホテル寮（Prestigio） 外部ホテル寮（Tsai）



内部寮2人部屋 内部寮4人部屋 新ビル寮1人部屋

新ビル寮4人部屋 外部ホテル寮(Prestigio) 外部ホテル寮(Tsai)



充実の設備

✓ 270度パノラマラウンジ

✓ カフェテリア

✓ 24時間オープンの自習室

✓ バスケットボールコート、卓球台

✓ 無料のジム







Basketball Court Self-Study Room



卓球台 無料ジム



高品質のサービスが全て無料
- 日本レベルのサービス -

✓ 食事 （毎日三食）

✓ ハウスキーピング （毎週二回）

✓ 洗濯（毎週二回、当日返却）

✓ 備品レンタル （追加扇風機、ドライヤー、傘等）

✓ その他 （ドクターによる診療等）

Yamaoka Hirotaka


Yamaoka Hirotaka




ハウスキーピング ランドリーサービス



無料レンタル



多国籍かつ日本人向けの料理
日本人シェフによるコンサルティング



食事



日本人スタッフによる
細やかなサポート

✓ 日本人スタッフ常駐

✓ 掲示板、Facebookページ等による告知

✓ 24時間Line@対応

✓ 毎週の医師による診療（日本人看護師同席）



生徒サポート 医師による診療



全館高速インターネット
専用の光回線でセブ島最速高レベルのインターネット。

独自のバックアップ回線を用意。

教室・内部寮・新ビル寮、Tsaiホテル寮の全部屋をWiFiで網羅。
(Prestigioホテル寮はホテルの WiFi利用)



WiFi SPEED in 3D ACADEMY
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3D ACADEMYのある場所 - 

JYスクエアモール
地域の拠点である、中規模ショッピングモール

コールセンター等があるため24時間365日常時活動中

非常の活気があるスペース、かつ便利で安全

フィリピン・セブ島での留学生活を楽しむための最高の環境





入り口を出たらそこが交通拠点！
セブで有数の交通拠点（JYモール）に所在、全てのタクシードライバーに説明不要

全ての交通手段（タクシー他）が学校正面にて24時間利用可能





Transportation



全て徒歩数分内で完結する好立地
スーパーマーケット: 徒歩1分、ATM: 徒歩2分、両替所: 徒歩2分

コンビニ: 徒歩3分、薬局: 徒歩3分

スポーツジム: 徒歩4分（無料）





スーパーマーケット コンビニ 両替所

ATM スポーツジム マッサージ



近くには有名なお店がたくさん！
ガイドブックにのるような有名なレストラン・カフェ等が多数

徒歩圏内、タクシーですぐの場所に存在





“ユニクロのような学校。

授業料も安く、質もよい。”
- コスパ最強『3D ACADEMY』徹底取材: Phil Portal

(大手フィリピン情報サイト )    



その他



国籍比率





オンライン英会話
http://ryugakujp-online.com/

提携の留学JPオンライン英会話にて
卒業生は無料授業（５コマ）を受講可能（3D講師も在籍）





学校概要



/住所 3D UNIVERSAL ENGLISH INSTITUTE INC..

所在地/住所
フィリピン セブ マクタン国際空港から車で40分のセブシティ内 

2F, La Nivel Hotel, JY Square, Lahug, Cebu City ,6000, Philippines

代表電話 

（FAX）

+63-32-231-7989 

（+63-32-231-7976）
設立年度

2002年~(旧MTMJY) 

2013年1月より名称変更

SSP ADD-02-109 TESDA NTR NO.201307020010

講師 約100名（アメリカ人 ネイティブ2名/イギリス人 ネイティブ1名） 学生定員 160人

講義室 9(グループ)/100(1:1) レベル数 6

日本人比率 約50～80％(時期による) 日本人スタッフ ○（正社員、学生スタッフ）

コース 実践英語コース＝週35～45時間（週20時間のマンツーマン授業含む） ※１授業＝50分

その他 日本領事館主催　留学生生活安全対策議会　副代表



Chief Executive Officer: 森田裕 (Yu)
京都大学法学部卒業。

IT系企業にて海外事業展開及び海外子会社運営の責任者となる。退職後

3Dに留学し、運営に参加。 2015年6月よりCEOとなる。

Owner & President: 藤木秀行

大阪大学経済学部経済学科卒業。シカゴ大学 MBA。

旧三和銀行（現三菱東京 UFJ銀行）で8年間勤務後、 IT系マーケティング会社を創業。 2012
年6月MTM JY校から事業譲渡を受けオーナーとなる。

役員


