
 

우리 어학원 규정 

  WeAcademy 学院規則 

< 수업 관련 및 환불 관련 ・ 授業とキャンセルの取り扱いについて> 

- 4주 수업은 월요일 ~ 금요일 주 5일이며, 월 20일 기준으로 함 

 授業の単位は、1ヶ月２０日間、月～金曜日が基準です。法定休日(National Holiday)がある月は当校日は19日間になりま

す。 

- 천재지변,국공휴일등 어학원에서 통제할수 없는 사항은 수업을 미실시 할수 있음 

 天候などの理由により、授業が実施できない場合は、休校になる場合があります。 

- 수업 외 부분에 관하여 일체 책임지지 않음. 

 学校や寮以外に関しては、学院は一切責任を負いません。 

- 처음 선생님 배정은 레벨테스트 후 매니저에 의하여 배정 

 最初の時間割、すなわちレベルテストの結果を元に作成された時間割は、2週間変更不可です。 

- 선생님 변경은 최소 2주일 전에 매니저와 상담해야하며, 최소 2주단위로 교체 가능 함. 

 先生の変更希望は、毎週木曜日12；50～16；00の期間のみ受付けます。施行日は翌週の月曜日からです。 

- 음주 및 수업 불가 한 복장은 수업에 참여할 수 없음. 

 飲酒後や授業に不適切な服装では、授業には参加できません。 

- 선생님의 결석은 100% 보강수업을 실시함. 

 先生が欠席した場合は、補充の授業があります。 

- 학생의 결석, 개별적인 여행에 대한 보강을 일체 실시하지 않음. 

단, 질병으로 인한 결석은 선생님과 조율 후 결정. 

 学生が欠席した場合や個人的な旅行での欠席は、補充授業は一切ありません。 

- 4주이하의 수업료는 환불되지 않음. 

-コースの変更を希望し、授業日数を減らす際の払い戻しはいたしかねます。 

 -코스 변경의 경우 어떠한 경우에도 환불 되지 않습니다. 

 

-留学期間が残り4週間以上ありながら予定より早めに帰国される場合は、６０％の払い戻しがあります(割引は除外）。 

-개인사정에 의한 조기 귀국시 보강수업을 실시하지 않음 

  



留学期間が４週間以下の場合、払い戻しはありません。 

- 연수기간 및 코스변경 시 60% 환불 (등록 시 받은 할인혜택 공제)  

 自己都合による早期の帰国に関しては、補充授業はありません。 

 

<비자관련・ビザについて> 

- 첫 번째 연장은 58일까지 체류가능하며 최소 21일 이전에 신청해야함. 

 初回のビザ延長で59日まで滞在が可能ですが、遅くても２１日前までに申し込んでください。 

- 첫 번째 이후 신청은 한 달 간격으로 선 신청을 함. 

 初回の延長以降は一ヶ月単位で延長ができます。 

- 모든 비장연장은 만료일 최소 2주전에 신청해야 함. 

 延長希望の場合、留学期間満了から遅くても２週間前までに申し出てください。 

연장을 할 경우 본인 스스로 책임져야 함.  

 ビザの延長に関して学生本人も内容を把握しておいてください。 

 学生本人の間違え等によっておきた問題は、自己責任になります。 

<현지생활 관련・フィリピンライフについて> 

- 분실 및 도난 사고에 대해서 1차적인 책임은 본인에게 있음. 

 紛失や盗難事故の一時的な責任は学生本人にあります。 

- 개인소지품은 개인이 관리하며, 귀중품의 경우 매니저에게 보관 신청 요망. 

 個人物は個人で保管してください。 

- 공공장소(자습실, 뒷마당 등)에서 일어난 분실사건에 대해서는 학원에서 책임지지 않음. 

共同で使用する場所(自習室・校庭等）で起きた紛失は学院は責任を負いません。 

 

<여행에 관한 규정・旅行について> 

-우리어학원에서 주최하는 단체여행을 제외한 개별적인 여행에서의 사고나 그 외 불미스러운 상황에   대해서는 일체 학

원에서 책임지지 않음. 

 個人旅行の事故は、学院は一切責任を負いません。  

-개별적인 여행에 의한 수업불참 시에는 일체 보충수업을 실시하지 않습니다. 

 個人旅行実施のため欠席した授業の補充はありません。 

外泊する際はマンツーマンクラスのボードに張ってある用紙に必要事項を記入して下さい。 

キッチンでの食事を取らない際は必ずスタッフにその都度3時間前までに知らせて下さい。 

国外や遠方へ行く際にパスポートが必要な事があります。パスポートはオフィスに保管せずマニラのイミグレーションにて

保管しているので取り寄せが必要になります。そちらに数日を要しますので2週間前までに必要な旨をお知らせ下さい。 

 

 



<강제퇴교관련・退学について> 

- 근거 없는 루머를 퍼뜨리거나 남을 비방하는 경우 

 根拠のない噂を言い振らしたり、他人を誹謗した場合 

- 우리 어학원의 이미지를 심대하게 실추시키는 경우 

We Academyのイメージを悪くした場合 

- 우리 어학원 선생님을 개인하숙집 및 기숙사 에서 개인 선생님으로 이용한 경우 

We Academyの先生と個人的に授業をした場合 

- 우리 어학원의 규칙을 상습적으로 어기는 경우 

 日常的に校則違反を行う場合 

- 선생님 수업의 Rule을 따르지 않은 경우 

 授業中、先生の指示に従わない場合 

- 학생 및 선생님에게 상해를 입히거나 해를 입힐 경우 

 学生や先生に傷害をおよぼした場合   

예) 수업불참2회이상/월, 선생님에 대한 불성실한 태도, 상습적 불이행등. 

 例) 授業欠席月２回以上、先生に対して不真面目な態度を取る、指示に従わず問題を起こす 

 ※ 위의 사유로 강제 퇴실 시 일체 환불되지 않습니다. 

 上記の理由で強制退学になった場合、払い戻しはありません。 

 

 

* 이 규정은 사인과 동시에 효력이 발생됩니다. 

* 署名により、この書類が有効になります。 

日付：    年  月  日 

  본인 이름・(署名)                    

  

 

 

 

 

 

 

 



 

- WORIE INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE - 

－ 寮 規 則 * Dormitory rules － 

1. 個人物の紛失・盗難は個人の責任になりますので、個人できちんと管理してください。 

  When you lose your valuables, it is your fault. Be careful with your things.  

 

2. 洗濯・部屋の清掃は下記曜日にて行われます。寮１階の共同ランドリースペースに朝９時までに出してください。 

   洗濯；毎週 月、火、木、金  部屋の清掃；毎週 火・金曜日 です。 

Bring your laundry to laundry place every Mon, Wed and Fri before 8:00am. 

 

3. 生活必需品（石鹸・歯磨き・ペーパー類等）は個人で準備してください。 

You can prepare your personal necessities by yourself (soap, tooth paste, toilet paper, etc). 

 

4. 火災予防のため、寮内での炊事は禁止です。特に、ガスバーナー・キャンドルなどの火事の原因になる物は 

  厳禁です。食堂を利用した場合は、後片付けをきちんと行ってください。 

For fire prevention, do not cook inside your room (burner, candle, etc).After using the kitchen, clean and wash up ev

erything u used.  

 

5. 他の生徒の迷惑にならないように、特に夜１０時～朝７時までは静粛にお願いします。 

At the dormitory, minimize your voices from 10:00pm until 7:00am next day for other students. 

 

6. 寮・校内施設に損害を与えた場合は、マネージャーの判断により損害賠償を請求することがあります。 

If you make damages to our facilities, you will be responsible for the payment of repairs. 

 

７. 食事時間帯 朝食７：００～８：００ ランチ１２：００～１３：００ 夕食５：００～６：0０  時間帯を守るよう

にしてください。 

また、外食をする場合は、必ずキャンセルリストに記入して下さい！  

Our meal schedule; Breakfast- 07:00~08:00am, Lunch- 12:00~1:00pm, Dinner- 5:00~6:00pm. 

If you plan to go out for dinner, please tell the cook helpers or managers in advance. 

 

8 エアコン使用時にはドアや窓を必ず閉めてください。また、外出時にはエアコン・扇風機・電気の消灯を確認してくださ

い。電気代は月の基本料に使用量を足し計算しております。 

When you use the air conditioner, make sure that all windows and doors are closed,  

and when you go out, check the TV, air conditioner, electronic fan, and light. 

 

9. 自主学習にはクーラーのきいた校内２階の自習室が利用できます。自習室内では静粛にお願いします。私物を30分以上放

置して部屋を離れないで下さい。 

You can use the study room for self-study on 2nd floor in the school, and keep quiet. 

 

10． 寮到着後、部屋とゲートの鍵をお渡ししますが、紛失することのないよう気をつけてください。紛失した際には、300

ペソのお支払いをしていただきます。 

When you get your room keys, be careful of losing your keys. 

 



11. 寮内や校内の施設の取り扱いは丁寧にお願いします。 

When you use the school facilities, please take good care of them. 

 

12.校内での飲酒・喫煙は金・土・日以外厳禁です。喫煙は指定場所で行い、吸殻は必ずゴミ箱に捨ててください。  

(You can smoke outside of the room. Please make sure to throw away your cigarette butts to the ashtray. 

 

13. 夜間07：00以降は他人の部屋への行き来は謹んでください。 

やむを得ない理由がある場合は、マネージャーから許可を得てください。  

また異性の部屋へ入室する事は禁止されています。発見次第即退学処分となります。 

You should minimize to visit to the other dormitories or rooms after 07:00pm. 

If you need, please ask each manager in the dormitory and get a permission. 

 

14．門限は、日～木；11PM 金、土；なし  

（クラブでケータイ等の備考品が盗まれるケースが多発しています。学校外で起きた盗難に関しての責任はご本人様にあり

ますので、夜間に出かける際には注意を怠らない様にして下さい。）  

 

 

15. コースの変更を希望し、授業日数を減らす際の払い戻しはいたしかねます。 

We cannot  refund even if you change the course that you applied before you came here to reduce your lessens. 

 

 

16. 留学期間が残り4週間以上ありながら予定より早めに帰国される場合は、６０％の払い戻しがあります(割引は除外）。 

 We can refound 60% when you go back to your own country although you still have more 4weeks. 

 

 

17.部屋に食べ物を置かないで下さい。すぐに蜂、蟻がきます。 お部屋内では飲食は控える事をおすすめいたします。 

 

18.部屋に不備があればマネージャーまで知らせて下さい。対応に数日要する事もあります。部屋の交換は原則できません。

2人部屋を1人で利用したいなどの要望はお断りしています。但し特例の場合のみ施行される事もあります。 

19. 当校で働いているスタッフ、セキュリティーガードへの対応にも思いやりを忘れずにお願い致します。 

 

20.クラスを欠席する場合は必ずマネージャーまで知らせて下さい。他の生徒を通じてのご報告でも構いません。 

 

21. 卒業予定日を早める場合は必ず2週間前までに知らせて下さい。また卒業時に空港まで送迎の必要な方は1週間前に何

日の何時に学校を出たいか知らせて下さい。その後ドライバーの手配をします。 

その他の注意事項 

※オフィスの営業時間は8時～12時、13時～17時です。ビザ代の支払い、教科書購入、電気代支払いの際は営業時間内にお

越し下さい 

※当校,レベルがHigh beginner以上の人には EOP(English Only Policy)すなわち、母国語禁止。24時間英語で話す！という

ルールを設けています。発見した場合1回につき20ペソの罰金が課せられます。ただしオフィス内では母国語の使用可能で

す。 



          ◈ イロイロ生活便利帳 ◈ 

多くのフィリピン人が英語を使用していますが、中には英語が通じないフィリピン人もいるようで

す。イロイロ生活がより快適になるよう、イロンゴ会話集を集めました。 

1. 「ありがとう」 Salamat サラマッ 

2. 「お元気ですか？」 Kumusta ka カムスタカー 

3. ジプニーでお金を払う時 Bayad-o (バーヤッド) : 「お金を渡してください」 

4. ジプニーを降りる時 Sa-Lugar-Lang (サルーガッ) : 「止まってください」 

5. 「お釣りをください」 Kambyo（カンビユ） 

6. 一人分 Isa-Lang（イサラン） 

7. 二人分 Duwa（ドゥア） 

8. 三人分 Tatlo（タトロ） 

◈ 日常生活必需品 ◈ 

フィリピン留学生活で必要だと思われるものです。参考にしてください。 

1. 虫対策 (香取線香・リッキドタイプあり、虫よけスプレー＆クリーム、虫退治スプレー) 

2. スリッパ (ビーチサンダルや部屋用スリッパなどあれば便利) 

3. ペーパー類 (トイレットペーパーはほとんどの場所で未設置) 

4. 洗面具 (シャンプー・石鹸<肌にきつい場合もあり>・洗顔・歯ブラシ・歯磨き粉・洗剤) 

5. コップ (個人用コップがあれば食堂以外で便利・うがい用＆マグカップ等) 

6. ハンガー (部屋によっては残置されている場合もあり・洗濯バサミも何かと便利) 

7. 目覚まし時計 (授業遅刻厳禁・・・) 

8. タオル (意外と高いので値段と質を確認しましょう) 

9. タッパー類 (糖類のお菓子にはすぐ蟻が.. 水筒もあれば便利・特に断水時) 

10. お財布（外出時は盗まれてもいい金額のみ携帯・不必要なカード類は持ち歩かないこと） 

                                                                            

 WIFI  PASSWORD 

 

1st dorm 2nd dorm 

iptime weacademy weacademy2dorm 

PROLIN    parkwe09 

 


