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この渡航前オリエンテーションは、EV ACADEMYへ行くまで、そして到着後の主な手順が含まれていま

す。詳細については到着後に行われる現地オリエンテーションを通してお知らせします。 

 

 

1. 渡航前の持ち物リストチェック 
 

分類 項目 詳細内容 確

認 
必須 パスポート 滞在期間+6ヶ月分の有効期限が必要です。 

※ 最後の週の金曜日まで学校にてお預かり致します。 
□ 

EV入学許可書 最近セブでの入国審査が厳しくなっているため、 

パスポートと一緒にお持ち下さい。 
□ 

航空券 

(E-ticket 印刷) 

往復航空券購入が必須です。(E-ticket印刷は2枚をご用意下さい。) 

※ VISA申請のためにE-ticket1枚が必要です。(返却致しません。) 
□ 

海外旅行保険証 海外旅行保険には必ずご加入ください。 

(医療機関利用及び盗難対策として必要です。) 
□ 

現金 入学初日、ショッピングモールで両替と、買い物を実施します。 

(平均で1ヶ月4~5万円程を持って来られる方が多いです。) 

※ 学校内の現地費用もペソで支払います。 (VISA申請、教材購入、管理費など) 

□ 

ピック確認書 最近セブでの入国審査が厳しくなっているため、 

パスポートと一緒にお持ち下さい。 
□ 

学習品 電子辞書 

辞書アプリ 

クラスで使用する頻度が高いです。 

アプリの場合、オフラインでも使えるアプリをダウンロードして下さい。 

※ クラスでは Wi-Fiが使用出来ませんので、SIM カード、 ポケット Wi-Fiを 

 使用しない場合、オンライン辞書アプリが使用出来ません。 

□ 

筆記用具、ノート 学生の必須用品！ □ 
英語学習参考書 現地では日本語の参考書は手に入りませんので、 

日本から準備していきましょう。 
□ 

電子 

機器 

携帯 SIMカードを購入すると現地で使えます。 

必ず各通信キャリアの SIMロック解除を行って下さい。 

※ SIMカードは学校で無料でお渡し致します。(通信キャリア : Globe) 

  プリペイドカードも学校にてご購入可能でございます。 

□ 

カメラ 必要なら持参しましょう。 □ 

ノートパソコン クラスでは使いませんが、 

学校内Wi-Fiゾーンがあるのでネット利用できます。 
□ 

衣類 衣服 室内外の温度差が激しいので半袖、短パンとともに長袖、長ズボンをお持ち下さい。 □ 
水着 週末のアクティビティ、学校のプール、ホテルプール利用時必須です。 □ 

タオル 2~3枚以上必要です。学校では販売しておりません。 

なお、初日グループで行く近所のスーパーでは売ってないため 

事前にお持ち下さい。 

□ 

シューズ / 靴 履き心地の良い物をお勧めします。 □ 

ビーチサンダル クラスでも利用可能、プール及びアクティビティに必須！ □ 

マスク 冷房をつけたまま就寝する際などの乾燥予防 □ 

帽子 /  

サングラス 

日差し対策アイテム 
□ 

日用品 ハンカチ セブは常夏ですので、汗を吸い取るタイプの ハンカチをお勧めします。 □ 

コンタクトレンズ

 / 眼鏡 

紛失、破損の恐れがあるので余裕をもってご用意下さい。 
□ 



ポケットティッシュ 公用トイレではトイレットペーパーがほぼないです。 □ 

常備薬 現地でも購入できますが日本のお薬とは異なるため日本からの持参をお勧めします。 

(風邪薬、整腸剤、頭痛薬、胃腸薬、シップなど) 

※ 学校内、看護師が勤務しておりますので薬処方、病院同行が可能 

□ 

日焼け止め お出かけの際必要です。 □ 

虫よけスプレー 蚊が多い地域です。あると便利です。 □ 

洗面用具 現地購入可能(月曜の初日OT後、近所のスーパーで買い物を行います。) 

(シャンプー・コンディショナー・ボディーソープなど) 
□ 

爪切りなど 日本製が良いですが、現地でも購入可能 □ 

生理用品 日本製が良いですが、現地でも購入可能 □ 

折りたたみ傘 持ち歩き可能な折りたたみ傘をお勧めします。 □ 
ウェットティッシュ レストランでおしぼりがてくることはほぼありません。あると便利です。 □ 

バック 外出用ショルダーバック及びクラス用バックなど □ 

水筒・ 

マグカップ 

学校内の各階にウォーターサーバーが設置されております。 

なので、ご自身で水筒を持参することをお勧めしております。 

(現地購入可能です。) 

□ 

その他 クレジットカード

/デビットカード 

海外用CIRRUS, PLUS, VISA, MAESTROなど書かれたカードをお持ちであれば、 

セブで現金が足りない場合ATMにてペソの引き出しが可能です。もしクレジットカー

ドとデビットカードをどちらもお持ちの方は2枚持ってくることをお勧めしておりま

す 

□ 

 

2. 入国申告カードの作成  

 

1) 入国カードの作成 

 

◀ 入国カード 

 
1. パスポート番号  2. 苗字   3. 下の名前 

4. 空欄（ミドルネーム） 5. 誕生日（日・月・年の順） 

6. 国籍『JAPANESE』と記入。 

7. 性別(男性は『MALE』、女性は『FEMALE』と記入) 

8. 日本の住所 

  （番地、町名、市町村名、県名、郵便番号の順） 

9. セブでの滞在先(EVの住所) 

    ※ Governor Cuenco Avenue, Nasipit, Talamban,   

Cebu City 6000 

10. 電話番号 or E Mail  

※ EV電話番号は 032.384.4755 

11. 職業 

 『OFFICE WORK』（サラリーマン）『OFFICE CLEARK』  

（事務職）、『STUDENT』(学生)などで大丈夫です。 

その他では、  『EMPLOYEE』（従業員） 

『NONE』（退職者）など。 

12. 空欄(個人番号) 

13. フライト番号(航空券を確認) 

14. 出発地(EX : NARITA, KANSAIなど) 

15. 空欄(ACR I CARD番号) 

16. 渡航目的‘Pleasure/ Vacation’にチェック 

17. サイン(パスポートと同じ) 

18. 到着日(月・日・年の順で) 

 

 

 



2) 税関申告カードの作成 
 

◀ 税関申告カード  

 

1. 苗字 / 下の名前をローマ字で記入 

2. 性別 MALE (男性) or FEMALE (女性) 

3. 誕生日 

4. 国籍 

5. 職業 

6. パスポート番号 

7. パスポート取得日と場所 

8. フィリピンでの滞在先 : EV住所記載 

9. 日本での住所 

10. フライト番号 

11. 出発した空港名 

12. 到着日 

13. 渡航目的 (5. Tourismにチェック) 

14. 同行家族の人数  

15. 荷物の個数(Checked-in 受託貨物、Handcarried 手

  荷物) 

16.~20. 特に申告するものがなければ ‘No’ チェック  

21. パスポートと同じサイン 

22. 前回フィリピンを出国した日付(分かれば)・・・ 

   初めての方は無記名でも結構です。 

 
3) 入国申告においての注意事項  

★ 入国申告において、下記内容を必ずご確認下さい。 

 

3-1) 全ての生徒様はフィリピン入国申告書作成時、入国目的を “Pleasure/ Vacation” で 

  チェックお願い致します。 

3-2) 現地アドレスはEVアカデミーの住所をご記入ください。 

     : Governor Cuenco Avenue, Nasipit, Talamban, Cebu City 6000, Philippines 

3-3) もし入国審査時、審査員よりSSP 関連質問を受けた場合は 

    “EV ACADEMY will handle it after my arrival” とお答えください。 

3-4) 入国審査時、審査員より入国目的質問を受けた場合は“Study English in EV ACADEMY” 

   とお答えください。 

3-5) 全ての生徒様は渡航前、EVアカデミーが発行した入学許可書(LOA)、ピックアップ確認書

    (Pick-up confirmation)を必ずご持参頂き、入国審査員に要求される場合提出して下さい。 

 

※ 入国審査員に上記内容を質問されない場合は、お答えする必要はございません。 
 

 

 

 

 
 

 



3. ピックアップ 

1) EVピックアップ案内場所 

セブのマクタン空港は、ターミナル1とターミナル2の二つに分けて入国手続きが行われます。 

(ターミナル1 : 国内線、ターミナル2：国際線)  

マニラ経由の場合はターミナル1、日本からの直行便はターミナル2となります。 

 

1-1) 国際線(ターミナル２)の集合場所は ‟到着口”です。 

到着口を出て前へお進み頂きますと、 

学校のスタッフが“EV”のプラカードを持って待機しています。 

 

 

 

1-2) 国内線(ターミナル1)の集合場所は "到着口"です。 

到着口を出て右に曲がって前へお進み頂きますと、 

学校のスタッフが“EV”のプラカードを持って待機しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[到着から初日までのご案内と注意事項] 

 

〇 もし、スタッフが見つからない場合には緊急連絡先にお電話ください。      

- Pick up 担当者 : +63) 915 962 0259          

※ 当日 Pick up の担当者が持参する携帯です。     

- 日本人マネージャー : +63) 945 192 4584 (Mr. Roy)   

                       +63) 915 088 7094 (Ms. Silvia) 

 

〇 空港でSIMカードを購入、両替する生徒様がいらっしゃいますが、他の生徒様も 

同じ時間帯にピックアップをする場合があるため、空港ではSIMカードを購入 

及び両替せずに出口にお進みください。 

※ SIMカードはEVにて無料で提供しております。  

 

〇 学校到着後、担当者よりウェルカムパックのお渡しと簡単な学校説明を行います。 

ウェルカムパックには部屋のカギ、テッシュ、スナック、お水が入っております。 

 

〇 入室の後、お部屋に問題がある場合（緊急時）にはロビーのガードマンに内容を 

   お伝えください。（もし、英語でお伝えするのが難しい場合、日本人マネージャー

  へ連絡するようにお伝えください。 

 

〇 到着した後には荷物を片付け、事前にオリエンテーション資料をご確認ください。  

 

〇 お食事の時間 

   朝食 07：00～8：00     昼食 12：00～13：00     夕食 18：00～19：00     

※ 料理の提供は各食事の時間の10分前に終了致します。  

   ※ フライトの時間によりお食事時間が間に合わない場合がございますので、      

   必要とされる方は事前に各自で準備をしてください。          

 

〇 到着してからは外出できる時間帯の外出は可能となりますが 

(在学生と一緒の場合に限る)、必ずゲートのガードマンにお名前と外出する 

時間を記入してください。   

 

〇 外出をする前に必ずオリエンテーションの一番裏側の安全事項を読んでください。 

   ※ 門限時間    土曜日 05：00～00：00    日曜日 05：00～22：00  

 

〇 初日の集合時間は IELTS の学生は朝 7時 50分、それ以外の学生は 8時です。     

カンファレンスルームにてレベルテストが行われますので、遅れないように 

してください。   

   ※ 持参する物：筆記用具、パスポート、 

         Eーチケット（返却されないためコピーを提出）  

 

〇 レベルテスト終了後、オリエンテーションが行われますので、 

資料をご持参ください。 

 

 



4. 初日のスケジュール 

 

 

 

 

 

時間 順序 内容 

07:00~8:00 起床及び朝食 
スパルタ（IEP、IELTS保証コース）の学生は、初日はIDカ

ードを所持していないため、点呼に参加しなくても減点の

対象には該当しません。 

08:00~12:00 
レベルテスト及び情報収集 

新入生のグループ写真  

カンファレンスルーム（レストラン入り口の向かい側）  

持ち物：筆記用具、E-TICKET（返却されないためコピーを

持参、ない場合はオフィスにてコピー可能）、パスポート  

IDカード用の顔写真を撮影しますので準備をしておいてく

ださい。 

IELTSコースの方は7:50までにオフィスにきてください。 

12:00~13:00 昼食 
13時にレストランが閉店となるため10分前には食事を終え 

るようにして下さい。  

13:00~15:00 

買い物（ロビー集合） 

※ 状況によりショッピン

グ→買い物のスケジュール

になる可能性もあります。 

EVスタッフが同行して両替と生活必需品を購入して頂きま

す。（車で10分以内のBTCセンター、ガイサノグランドモー

ル、ガイサノカントリーモールのうちの1つ） 

13:00時にマネージャーが現地費用の支払い額を記載した用

紙をお渡しいたしますので、必要な量のお金とお小遣い分

を両替してください。  

ショッピング時間が遅滞されると、次のスケジュールに遅

れが生じるため必要物品だけを購入するようにしてくださ

い。  

15:00~17:00 

オリエンテーション 

（ロビー集合）※状況によ

り買い物→ショッピングの

スケジュールになる 

可能性もあります 

学校生活に関する全般的な説明を致します。  

（参加時オリエンテーション資料、筆記用具持参）  

マネージャーがオリエンテーションルームまでご案内いた

しますのでロビーに集合してください。  

17:00~18:00 現地費用のお支払い 
オフィスカウンター中心のWindow4にて 

お支払いをお願いします。 

*スパルタ（IEP、IELTS保証コース）の学生の場合は、当日から義務自習が行われます。 

掲示板に記載されている指定席を確認した後、20：00からカンファレスルームにて参加をしてください。 

尚、Morning call、単語テスト、文章テストは翌日からの開始となります。  



5. デイリースケジュール 
 
 

 
 

 

 
 

Daily Schedule 

06:00 – 06:30 SP1モーニングコール SP1   

06:40 – 07:30 オプショナルクラス(希望者) SP1  SP2 

07:00 – 08:00 朝食/ SP1 : 単語テスト(15min) SP1  SP2 

08:00 – 11:55 朝のクラス(1~4限目) SP1  SP2 

12:00 – 13:00 お昼休憩 SP1  SP2 

13:00 – 17:00 午後のクラス(5~8限目) SP1  SP2 

17:00 – 18:00 自由時間 or オプショナルクラス(希望者) SP1  SP2 

18:00 – 19:00 夕食 SP1  SP2 

19:00 – 20:00 文章テスト(15min) SP1   

20:00 – 22:00 義務自習 SP1   

22:00+ 自由時間 SP1  SP2 

 

SP1 : スパルタコース 

SP2 : セミスパルタコース 

 

6. EV規定 
 

1) 門限 

-. スパルタの生徒様は平日(月曜日～木曜日)は外出することができません。 

 (Intensive ESL / IELTS Guarantee) 

-. 門限違反はペナルティ対象となります。(30分以内:2点；30以上:5点) 

2) 学生のレベルは初日のプレイスメンステストで決められます。 

3) ご入学後、スパルタ⇔セミスパルタの変更手数料として5,000ペソかかります。差額が既存コース

より上回った場合、差額分を納付して頂きます。尚、差額が下回った際の払い戻しは致しません。 

4) コースやレベルを変更する際は、金曜日が申請可能日となっております。 

5) 授業開始5分経過しても講師が来ない場合にはWindow8にて確認してください。 

  尚、授業は講師の事情により代わりの講師になる場合があります。代替えスケジュールは 

Window8にて確認をしてください。 

6) 本校滞在時は常にIDカードの着用の決まりを守ってください。 

7) 全ての学生はオリエンテーション内容を十分に熟知し、これを守らなければなりません。規定を

違反する際は学校の規定に基づいてペナルティで減点が課せられ、ペナルティ点数が10点以上溜

まる場合はいかなる場合でも退学措置となります。 

(12週間以内滞在の場合：ペナルティ10点、12週間以上滞在の場合：ペナルティ15点) 

8) EOPをできるだけ心がけてください。※ EOP : English only policy 

スパルタ外出可能時間 セミスパルタ外出可能時間 

金曜日 夕方17時から24時まで 月曜日~木曜日 夕方5時から22時まで 

土曜日 午前5時から24時まで 金曜日・土曜日 午前5時から24時まで 

日曜日 午前5時から22時まで 日曜日 午前5時から22時まで 



(クラス外のEOP制度はありませんが留学目的を留意しましょう。)  

9) 延長希望の場合には部屋及びコースの空き状況確認が必要です。(オフィスにてマネージャーと相

談必要) 確認後、ご登録頂いたエージェンシー様を通して手続き致します。 

 

7. 返金 
渡航後の留学の中断や期間の短縮に応じて返金希望時、オフィスにきてマネージャーと相談し 

手続きを行ってください。 

 

1) いかなる場合でも入学金は返金できません。 

2) 8週未満の期間でご登録される場合は入学後の返金は不可となりますので予めご了承下さい。 

3) 長期登録による割引金額は返金対象にならないため、割引金額を引いてから返金処理致します。 

4) 登録された到着日よりも遅く到着してしまった期間または個人的な事情による欠席のための払い 

戻しは一切できません。また、欠席した期間に関しての補講授業の提供はございません。 

5)「中断」とは、入学以降の全ての期間または、一部の期間の受講を中止する場合を示します。 

6) 最初の4週間はいかなる場合にも返金対象にはなりません。 

なお、返金は4週間単位で残り期間がある場合のみ返金対象となります。 

7) 本校滞在開始後4週間以内に手続きを行った場合 

：手続きされた残りの期間（4週間単位）の寮費+学費の50％の払い戻しが可能です。 

8) 本校滞在開始後4週間後に手続きを行った場合 

：手続きされた残りの期間（4週間単位）の寮費+学費の25％の払い戻しが可能です。 

9) 学校規定違反のために退学する場合、留学費用の返金は一切致しません。 

10) フィリピンの祝日や自然災害による授業のキャンセルについての補講と返金は致しません。 

 

8. その他事項 

 

1) インターネット 

フィリピンの通信状況は日本と比べて遅いのが現状です。天候によっても左右されることが多々 

あります。事前にご理解ください。 

2) 健康管理 

2-1) オフィス内看護師が勤務していて、診察や薬の処方が可能です。(平日8:00 – 17:00) 

※ 日本の薬とは異なるため、薬の説明を事前に聞いてから投与するかを判断して下さい。 

2-2) 本校職員の病院への同行：可能（要相談、長期入院を含め、往復タクシー代は生徒負担です。 

体調がすぐれないときは、すぐに日本人マネージャーに相談してください。）  

3) 文化の多様性 

校内では様々な国籍の生徒様が一緒に生活しています。異文化と個々のライフスタイルを尊重し、

敏感な話題(宗教・政治・過去の歴史等)を控えてください。 

4) セブについて 

4-1) 天気 : 1年を通して平均27度、比較的穏やかな熱帯気候の都市であり、最近は乾季と雨季の 

区分がはっきりしていない最高のリゾート地として人気です。 

4-2) 言語: セブでは、英語と現地語であるセブアノ語を使用しております。 

4-3) 通貨: 通貨はフィリピンペソで、現在の為替レート基準1USD≒52PHPで日本に比べ物価が安く 

なっております。 

4-4) 電気コード : 電圧は220ボルトの11型を主に使用しています。 

※ 注意事項 ： ここ数年で作られている携帯電話やパソコンに関しましては日本の電化製品をその

ままフィリピンでも使えるものが多いです。しかし日本のヘアアイロンなど海外対応していない

ものは変圧器を使用するようにしてください。 

4-5) 交通 : 地元の人は、主にジプニーという交通手段を利用しますが、安全のためタクシーを利用

することをお勧めします。(“Grab”アプリもお勧めですので、事前にダウンロードし

てくる事をお勧めしております。) 

4-6) 周辺環境: 大型ショッピングモールが整っていて、地域の特性上、近距離に様々なマリン 

スポーツを楽しむことができる場所と素敵なリゾートがあります。 



9. EVの位置 

 

 
 

- 徒歩 5~10分 距離にはコンビニ、薬屋、ファミリーパーク、ローカルレストランとコーヒーショッ

 プがあります。  

- タクシー利用時、ガイサノカントリーモール(約5分), BTCモール(約5分)、マクタンリゾート 

 (約45分)程度かかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Governor Cuenco Avenue, Nasipit, Talamban, Cebu City 6000, Philippines 

☎ (+63) 32.384.4755 

 Website : http://www.evenglish.com 


