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Ⅰ初日の流れについて 
 

▼Ⅰ-1 初日の流れについて 

日曜日に学校に到着した後、翌日の月曜日は、レベル分けテスト、オリエンテーション、ショッピングモール

（両替）案内がございます。 

通常朝の9時より始まり、お昼休憩を挟みながら、夕方近くまでかかりますので、初日の授業は基本的にござ

いません。 

 

▼Ⅰ-2 月曜日が祝日の場合の初日の対応 

月曜日で学校が休校の場合も、レベル分けテスト、オリエンテーション、ショッピングモール案内は通常通り

ございます。 

※祝日でない月曜日の場合は、ショッピングモール案内が不要でしたらオリエンテーション後に2コマ～3コマ

のマンツーマン授業（無料）に変更して頂くことは可能でございます。事前申請要。 

 

 

Ⅱ授業について 
 

▼Ⅱ-1 授業の空きコマについて 

無料のグループ授業が毎時間開講されておりますのでグループ授業が受け放題です。 

また、火曜日・木曜日の 6限目・7限目は無料でヨガのクラスもございます。 

ヨガクラスに関しましては、外部から有名なインストラクターを呼んでおります。 

もちろんお部屋で休憩をしたり、自習室（24時間）で予習・復習をする等、自由にお過ごし頂けます。 

 

▼Ⅱ-2 早朝・夜間授業について 

任意で下記の授業の受講が可能です。※お申し込みは現地での申請になります。 

早朝授業：リスニング（06:45～07:30） 

夜間授業：ボキャブラリー（18:00～18:50） 

 

▼Ⅱ-3 土曜授業の申請の仕方 

土曜日グループ授業（無料）が行われる週の水曜日17時までに学校オフィスに申請して下さい。 

土曜日授業希望者が3名を下回った場合は行われませんのでご了承下さいませ。 

 

▼Ⅱ-4 土曜の追加（マンツーマン）授業 

最低3コマ～最大5コマ ESLコース（600ペソ/コマ）で追加可能です。※祝日は追加不可。 

希望週の水曜日17時までに学校オフィスに申請して下さい。 

 

▼Ⅱ-5 サバイバルイングリッシュ 

サバイバルイングリッシュに関しましては、 実際の生活で必要な英語を学んで頂く内容です。  

 

例）タクシーの乗り方を学ぶ場合、 

月曜日と火曜日に教室で単語や言い回し方を勉強します。  

そして、水曜日に実際に講師と一緒にタクシーに乗って頂き、  

木曜日・金曜日で復習という流れになっております。  

 

その他にもレストランでのオーダーの仕方やホテルの予約のとり方等を学べますが  

タクシー代やご飯代の費用はご自身で負担して頂く形になっております。  

もし水曜日に外出をしたくないという場合は外出をしない事も可能です。  

※お昼ご飯前(5限目)か夜ご飯前(6限目)の最大2コマで講師と外で実践という形です。 

ご希望者はお申し込み時にお伝え下さい。 

 



▼Ⅱ-6 時間割のサンプル 

ESL4コースの場合、 

6:45-7:30 早朝クラス（任意） 

7:00-8:00 朝食 

8:00-8:45 マンツーマン（文法） 

8:50-9:35 マンツーマン（スピーキング） 

9:40-10:25 グループ（トピックカンバセ―ション） 

10:30-11:15 空きコマ 

11:20-12:05 マンツーマン（単語力アップ） 

12:05-13:05 昼食 

13:05-13:50 マンツーマン（リスニング） 

13:55-14:40 空きコマ 

14:45-15:30 義務自習 

15:35-16:20 義務自習 

16:25-17:10 空きコマ 

17:10-18:00 夕食 

18:00-18:45 夜間クラス（任意） 

18:45- 自由時間 

※時間割は初日のレベルテストの結果をもとに組まれますので、入学してから確定します。 

また、授業が早く終わるようなスケジュールを組む等は出来かねますのでご了承下さいませ。 

 

 

Ⅲ生活環境について 
 

▼Ⅲ-1 Wi-Fi 

4階のカフェエリアの共有スペースのみWi-Fiの利用が可能です。お部屋ではWi-Fi利用不可。 

ポケットWi-Fiのレンタルは2,000ペソ/4週間（1週間～3週間の場合も2,000ペソ）で可能。 

Wi-Fiのレンタルに関しましては、月曜日のオリエンテーション時に学校スタッフより案内がございますので

その時に必要な方は申請して下さい。 

 

▼Ⅲ-2 洗濯（洗濯サービスでも洗濯機でも可能）について 

基本的に週に2回（火曜・金曜）、外部委託のランドリーサービスがございます。 

※火曜日に出したら金曜日、金曜日に出したら火曜日に戻ってくるようになっておりますが、天気や交通状況



によりたまに遅れる場合がございます。  

※紛失や色落ち等は責任をとりかねますのでご了承下さいませ。  

 

また、学校に洗濯機、乾燥機がございます。  

そちらをお使い頂くのであれば、お好きなペースでお使い頂けます。  

※洗剤はご自身でご用意下さい。現地調達も可能でございます。 

 

▼Ⅲ-3 アメニティと貸出の品物について 

お部屋にタオルやドライヤー、シャンプー、トイレットペーパーなどは備え付けられておりません。 

貸出に関しましては、ドライヤー300ペソ/4週 携帯 500ペソ/4週（本体のみ、SIMやロードは自己負担）、 

Wi-Fi2,000ペソ/4週（本体 1,000ペソ、通信費 1,000ペソ）がございます。 

※貸出は 4週間単位、短期期間の方も 4週間分お支払い頂きます。 

 

 

Ⅳお部屋について 
 

▼Ⅳ-1 貴重品管理 

お部屋の金庫で保管、もしくはキャリーケースに鍵をして管理して頂いております。 

基本的にお部屋の出入りはルームメイトもしくはハウスキーパーのみです。 

ハウスキーパーがお部屋のお掃除に入る時は、お部屋の方が立会いのもとでお掃除しております。 

今までに盗難等はございませんが、全て自己管理でお願い致します。 

 

▼Ⅳ-2 お部屋割り 

内部寮：1人部屋～4人部屋 

ホテル寮：1人部屋 のご案内になります。 

※ホテルはベイフロントホテル（学校まで徒歩 3分）が満室の場合、  

キャッスルピークホテル（学校まで車で 10分）になります。  

 

また、日本人とは別室にして欲しい等のご要望を事前にお伝え頂くことは可能でございますが、 

必ずしもご希望通りにはならない場合もございますのでご了承下さいませ。 

 

 

Ⅴ受け入れ年齢について 
 

▼Ⅴ-1 親子留学 

0歳～受け入れ可能です。 

0歳～5歳程度 ESL Toddler Jr(ベビーシッター) 

3歳～5歳程度 ESL Toddler コース 

5歳～15歳程度 ESL Jrコース からお選び頂けます。 

https://www.pro-japan.jp/images/upload/sc_ref/1/ParentJuniorBabysitter.pdf.pdf 

 

▼Ⅴ-2 子ども単独留学 

基本的に 15歳～受け入れ可能です。 

WEG（15歳未満）が必要な学生様の受け入れも可能でございますが一度ご相談下さい。 

 
※当校は高校生以下の 1人の外出は原則として禁止しております。  

ただし親御様の裁量によっては条件付きで外出を認めることが可能です。  

例えば  

・20歳以上のお友達となら外出可能、ただし平日のみ  

・20歳以上のお友達となら週末の外泊も可能  

・いかなる場合でも外出は禁止 などといった形です。  



お子様とご相談の上、ルールがお決まりでしたらご入学までにお知らせ下さいませ。 

※特に親御様からのご連絡がない場合は、外出は禁止になります。  

 

 

Ⅵ入寮について 
 

▼Ⅵ-1 週の途中入学・途中卒業は？ 

コースは週単位での販売になっております。 

日曜日チェックイン-土曜日チェックアウトで 1セットになっておりますので、 

例えば仕事の都合で途中入学や途中卒業になってします場合、そこも 1週間分としてカウントされます。 

卒業も卒業式まで滞在できない場合は卒業式も行われません。 

 

※日割りや通学留学のご案内もございます。 

【1日留学】 

https://www.pro-japan.jp/images/upload/sc_ref/1/1dayplan.pdf 

【通学留学】 

https://www.pro-japan.jp/images/upload/sc_ref/1/CEAkayoi.pdf 

 

▼Ⅵ-2 ピックアップ時間について 

基本的にご入寮日にご到着の便でしたら早朝でも深夜でも問題ございません。 

※但し、到着時間が土曜日の場合ですと、前泊扱いになります。※前泊費用が別途必要。 

 

▼Ⅵ-3 到着時のご飯について 

学校のご飯は決まった時間に提供されており、それに間に合う場合は到着後でも食べることができますが、 

提供時間が過ぎている場合は提供されません。 

飛行機が定刻時間に到着しても入国手続きや税関、荷物の受取や移動で最低でも到着時間から 1 時間以上は学

校到着までかかると考えて下さい。 

飛行機の遅延などもある場合がございますので、カップラーメンやカロリーメイト、ウイダーインゼリー等の

軽食をお持ち頂くことをお勧め致します。 

※学校にはウォーターサーバーがございますのでお湯・お水は 24時間お使い頂けます。 

 

 

Ⅶ退寮について 
 

▼Ⅶ-1 学校から空港のセンディング 

学校から空港までの帰りに関しましては、ご自身でタクシーを使い、行ってもらっています。 

(CEAから空港までは約 30分くらいです。) 

玄関に 24時間セキュリティーガードがいますのでタクシーを呼んでくれます。 

※基本的に 24時間タクシーは捕まりますのでご安心下さい。 

 

万が一、タクシーでは不安という方のみ、2,000ペソで学校スタッフが空港までセンディング可能です。 

※センディングが必要な方はご帰国 2日前までにオフィスにお申し出下さい。 

 

▼Ⅶ-2 チェックアウトの時間 

お部屋のチェックアウトは土曜日お昼 12時までになります。 

土曜日の夜の便の学生様に関しましては、学校の敷地内で待機して頂くことは可能です。 

 

 

Ⅷその他 
 

https://www.pro-japan.jp/images/upload/sc_ref/1/1dayplan.pdf


▼Ⅷ-1 週末アクティビティ 

不定期週末アクティビティを行っております。 

※アイランドホッピングやボランティア活動等。不定期ですので詳細はお問い合わせ下さい。 

 

▼Ⅷ-2 写真の準備は必要か 

書類申請用の写真に関しましては、現地 SMモールで撮影して頂くことも可能でございますので 

ご用意して頂く必要はございません。現地ですと 100円～200円で撮影可能です。 

※証明写真は 2×2（5cm×5cm）、1×1（2.5cm×2.5cm）サイズで背景は白色です。  

 

▼Ⅷ-3 移動手段（タクシーの乗り方） 

基本的に学校から目的地までの移動手段はタクシーをお使い頂きます。※電車やバスはございません。 

初乗りは、40ペソ(約 100円(2018年 4月現在)) からになります。 

 

【セブ島でタクシーに乗る際のアドバイス】 

１）白タクシーに乗車下さい 

たまに黄色のタクシーが走っておりますがこちらは空港タクシーですので  

メータータクシーよりも高いお金を請求されますのでご注意下さい。  

白タクシーがメータータクシーになりますので白タクシーをおススメ致します。  

白タクシーに乗った際は、必ずドライバーがメーターを 40.00（約 100円）から  

スタートをしているかを確認し、メーターを使って頂くようにして下さい。  

 

２）お金に関して 

ドライバーはお釣りを持っていないことが多いです。  

日本円でいう 5千円や 1万円札（フィリピン通貨でいう 500ペソや 1000ペソ）は避け、  

できるだけ 20ペソ・50ペソ・100ペソを多めに持って乗車した方がスムーズに  

ドライバーともやり取りして頂けるかと思います！  

日本だとドライバーがお釣り持っていないなんてありえない！と思いますが、  

フィリピンのタクシー運転手は多いですのでご注意下さいね。  

大きなお金はモールで使い、細かい小銭に変えておけば便利です。  

 

▼Ⅷ-4 フィリピンの気候 

フィリピンは熱帯性気候です。年間を通じて暖かく、年平均気温は 26～27℃。 

6～11月が雨期、12～5月が乾期です。服装は、年間を通じて日本の夏服で OK。 

ただし、レストランやショッピングモール、教室等は冷房が強く効いていることが多いので、 

薄手のカーディガンやパーカー等、羽織るものがあると便利です。 

日差しが強いので、土日外出される方はサングラス、帽子、日焼け止めがあると便利です。 

 

▼Ⅷ-5 立地について 

住所：La Casita Bldg, F Cabahug St, North Reclamation Area, Mabolo, Cebu city 

 

セブ島はマニラに次ぐ、フィリピン第二の都市。 

セブ島はマクタン（リゾート地）と 

セブシティ（商業の中心地）に分かれており、 

CEAはセブシティにあります。 

※セブ島は沖縄本島の 

3倍のサイズ(南北 200キロ以上)、 

人口も 300万人超で沖縄の約 3倍です。 

 

～学校からの距離～ 

コンビニ、SMモール 徒歩 3分～5分 

アヤラモール タクシー15分前後 

ITパーク タクシー15分前後 

空港 タクシー30分前後 

海 タクシー40分前後 

最寄の病院 タクシー10分前後 

 


