
Welcome to Brilliant Cebu English Academy 

スクールインフォメーション 

この度は、Brilliant Cebu English Academy にお越しいただきまして誠にありがとうございます。 

土日祝日は、ご自由にお過ごしください。 

 

＊お部屋について 

室内、建物内は禁煙です。喫煙は 1 階エントランス外にてお願いします。 

部屋から出る際は、エアコン、照明、電源を切り、水道の蛇口が閉まっているか確認してください。 

（チェックアウトの際、電気、水道が通常使用範囲を超えている場合は、追加料金をいただくこと

があります。） 

貴重品は、スーツケースなどに入れ、鍵をかけて保管してください。 

フィリピンのトイレは詰まりやすいので一度に多くのトイレットペーパーを流さないでください。 

トイレットペーパーの補充は、週２回のルームクリーニングの際に行っています。 

ルームクリーニングまでにトイレットペーパーが無くなってしまった場合は各自でご用意頂きま

すようお願いいたします。 

タオル類は、大小各 1 枚を用意していますが、基本的に交換はありませんので、ランドリーに出す

などして御使用ください。 

石鹸、シャンプー、リンスは 1 つ、ペットボトルのお水は 1 本だけ用意しています。必要な場合

は各自でご購入ください。 

チェックアウトの際は室内の目に付きやすい場所に鍵を置いて、ドアを閉めてお帰りください。 

 

＊お役立ち情報 

タクシーで 5 分の場所に、JY モール（10：00～21：00）という中型ショッピングモールがあり、

飲食店、衣料品店、雑貨店が揃っており、当校最寄りの両替所もあります。 

さらに同施設内の、スーパーマーケットでは、様々な食料品や日用雑貨が揃っています。 

タクシーはマルコポーロホテルの、セキュリティーガードに呼んでもらうことができます。 

タクシーで戻る場合は、マルコポーロとお伝え下さい。 

宿泊される施設はマルコポーロホテル敷地内のマルコポーロレジデンスのタワー2 となります。 

マルコポーロレジデンス  

Nivel Hills, Apas, Lungsod ng Cebu, Lalawigan ng Cebu 

 

＊ランドリーサービス 

専用のランドリーラックがお部屋に備え付けられております。専用ラックに洗濯ものを入れて頂く

と、清掃の際に回収されます。 

洗濯乾燥のみのご利用で、約３０ペソ/キロ（最低１キロより）。 

デリケートな衣服などは傷みやすいためランドリーに出さないでください。 

 

＊ルームクリーニングについて 

火曜日、木曜日の週に 2 回、9：00AM~16：30PM の間に実施します。 

1 週間のみの滞在の場合は、ベッドシーツの交換はございません。 

時間の指定などは、できませんので御了承ください。 

 



＊お食事について 

朝食、昼食はお部屋にてお届けと、ご用意致します。 

朝食  ７：１０AM ～  ７：５０AM  レジデンスお部屋内  

（土日は 7：30AM ～ 8：30AM） 

昼食 １２：００PM ～ １２：３０PM  レジデンスお部屋内 

 

＊スポーツジム、プール、キッズルーム、シアタールーム（カラオケ付き）、ゲームルーム 

毎日 ６：００AM～２２：００PM 

 

＊入学初日スケジュール 

７：１０ AM ～７：５０AM   朝食 

８：００ AM ～９：００AM    Level Test  

９：１０ AM ～９：５０ AM   日本人スタッフによるオリエンテーション 

筆記用具、写真 3～4 枚（留学期間による）、e チケット、パスポートと、この用紙を持ってレジ

デンス内の指定の場所に集合してください。（場所は事前にお伝え致します。） 

１０：００AM ～１０：２５AM   教科書配布・資料記入 

１０：３０AM ～１１：１０AM  授業 

１１：２０AM ～１１：５０AM  授業 

 

１２：００PM ～１２：３０PM  昼食 

 

１２：４０PM ～１３：３０PM  授業（お子様プラン） 

１３：４０PM ～１４：３０PM  授業（お子様プラン） 

１４：４０PM ～１５：３０PM （お子様プラン） 

１５：４０PM ～１６：３０PM （お子様プラン） 

 

 

＊授業スケジュール（月曜～木曜） 

 

朝食    ７：１０AM  ～７：５０AM      ＊１クラスは５０分授業です。 

1 限  ８：００AM  ～８：５０AM       

2 限  ９：００AM ～ ９：５０AM 

3 限 １０：００AM ～１０：５０AM 

4 限 １１：００AM ～１１：５０AM 

 

昼食 １２：００PM ～１２：３０PM 

 

5 限 １２：４０PM ～１３：３０PM 

6 限 １３：４０PM ～１４：３０PM       

 

＊大人は 6 限目までとなります。 

＊お子様コースの方は、12:40～16:30 まで講師とプールやプレイルーム等で楽しく英語を学びま

す。 



＊金曜日 授業スケジュール         

  

朝食      ７：１０AM ～ ７：５０AM 

1 限   ８：００AM ～ ８：５０AM     

2 限      ９：００AM ～ ９：５０AM   

3 限  １０：００AM ～１０：５０AM   

4 限  １１：００AM ～１１：５０AM    

昼食  １２：００PM ～１２：３０PM    

５限  １２：４０PM ～１３：３０PM  

 

６限  １３：４０PM ～１４：３０PM    

 

移動  １４：４０PM ～１５：４０PM  ※車で学校へ移動、卒業式準備 

卒業式 １５：５０PM ～１６：３０PM   

 

 

 

＊現地お支払費用について 

SSP 発行費用（特別勉強許可証 6,500 ペソ/人  

ACRI-I CARD（外国人登録証） 3,000 ペソ/人 59 日以上滞在の方のみ 

教材費 1,400 ペソ/4 週/人  

電気、水道代 1,000 ペソ/1 週/部屋  

学生証(ID カード) 250 ペソ/人  

 

VISA 延長費 

30 日以内の滞在 0 ペソ（日本国籍の方） 

5－8   weeks 3,640 ペソ 

9－12   weeks 8,560 ペソ 

13－16  weeks 11,610 ペソ 

17－20  weeks 14,660 ペソ 

20－24 weeks 17,710 ペソ 

 

※帰国時にはマルコポーロレジデンスから空港までタクシーが約 300ペソ、また空港税 850ペソが

現金で必要となりますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



< 学校規則および禁止事項 > 

1． 室内、建物内全面禁煙です。喫煙は屋外でお願い致します。 

2． 室内の壁に、画鋲・テープ等を使用しないで下さい。また、室内の家具等をご自身で移動されるのはご遠慮下さい。 

3． お部屋を出られる際は、必ず全ての電源を切りまた水道の蛇口を必ず閉めて下さい。 

4． 室内の備品・家具等を破損・損傷・紛失された場合損失分の代金を全額徴収致します。 

5． 各部屋により、間取り、内装デザインが異なりますが、部屋の変更はできませんのでご了承ください。 

6． 貴重品類は必ずご自身の鍵のかかるスーツケース内に保管して下さい。貴重品類の紛失に関して当校は一切の責任を負いかね

ます。 

7． ルームキーの紛失は、1000ペソのペナルティーがかかります。 

8． 当校学校関係者以外のお部屋の入室は原則禁止です。 

ご家族・ご友人が訪問する予定がある場合は、事前にオフィスまでご連絡下さい。 

9. 不審者、不審物を発見した場合や近隣の部屋が騒がしい場合などは、メインゲートのセキュリティガードまでお知らせ下さい。 

10．施設内ではＩＤカードをご着用ください。 

11．アコモデーション内は動物（ペット含む）の持ち込みを禁止致します。 

12．可燃性液体、火薬・ガソリン等の持込を禁止致します。 

13. 初日の方は、月曜日にオリエンテーション・レベルチェックテストを行いますので必ず出席をしてください。 

14. やむを得ず授業を欠席される場合は事前にスタッフまでご連絡下さい。 

15. 当校の休日は、土曜日・日曜日、フィリピンの祝日に準じます。 

 

禁止事項 

在学・アコモデーション滞在中は、以下の行為に該当した場合、退学処分、かつ損害賠償請求させて頂く場合がありますので、ご

注意ください。 

・男女が同室すること 

・未成年の飲酒、喫煙 

・無断外泊 

・麻薬・ドラッグ等の薬物の持ち込み及び使用 

・危険物、ナイフ・銃などの持ち込み及び使用 

・暴力行為、器物破損、騒音などの迷惑行為 

・授業またはそれに準ずる目的以外での学校施設（アコモデーションを含む）の使用及び学校関係者を私用目的で利用すること 

・インターネット、ＳＮＳ上での非事実の掲載による誹謗、中傷（学校、学校関係者、学生、先生のすべてを含む） 

・その他学校の風紀を乱すすべての行為 

スクールポリシーに反し、退学となった場合残りの数週に関係なく一切のご返金を致しかねますのでご了承ください。また留学中

においての事件、事故、病気に関して、当校及び代理店は一切の責任を負いかねます。 

 

< 誓約書 > 

私は、上記全ての規則に同意し、学校規則違反、及び禁止事項を行った場合は、如何なる理由があれ、退学、損害賠

償請求等、学校の指示に従います。  

 

                                    年    月    日 

 

                          署名                 


