
 

 
 

7.   基本ルール 

門限 洗濯サービス 

o 授業のある平日(日~木): 22：00 (22:00消灯) 

o 翌日が平日の場合の休日: 22：00 (22:00 消

灯) 

o 週末(金,土): 24：00 (23:00消灯) 

o フィリピンの祝前日: 24：00 (23:00消灯) 

o 授業のある日の 06：00-18：00 までは外出禁

止（金曜日は 17：10 まで） 

 

o 洗濯サービスは週 2回利用可能です。利用するお部

屋の階事に曜日が異なる為、各自で曜日の確認をお

願いします。 

o 仕上がりは提出から 2-3日後が目安です。 

o デリケートな品、高級品、特別なケアが必要な衣類は

ダメージを受ける可能性がありますのでご自身での

洗濯をお勧めします。 

o 学校外に民間のクリーニング店もあります。(有料)  

お部屋清掃 食事 

o お部屋の清掃は週 2回です。 

o ベッドシーツの交換は月 1回です。 

o 貴重品や現金等はクローゼットに保管するな

ど十分な管理をお願いします。 

o 朝食 (06:40~08:00) 

o 昼食 (12:30~13:30) 

o 夕食 (18:00~19:30) 

o 配膳はクローズ時間の 10分前に終了します。 

o 毎週日曜日はブランチとなります。 (10:00-12:00) 

第 1週目について 施設 

o 決められた時間に時間割と教材をアドミンオ

フィス(Admin office)にて確認し揃えてくださ

い。 

o 最初の 2週間は、本を交換できるように、本

に書き込んだりマークを付けたりしないでくだ

さい。 

o 初回のデイリーテストは火曜日に開始となり

ますので AM 7:15～AM 7:55 の間に受験して

下さい。  

o ライブラリー 

o ジム 

o プール 

o リクリエーションエリア 

o バスケットコート 

o ミニマート 

o カフェテリア 

o アドミンオフィス(Admin Office) 

交通手段 ＣＩＡの建物 

o タクシー/Grab(アプリで呼び出すタクシー

サービス) 

o Building 1 : IDP / ミニマート/ 喫煙所 

o Building 2 : ロビー/ アドミン / ダイニング / カフェテリ

ア/ 看護室/ 教室 / ジム / ライブラリー 

o Building 3 : ティーチャーズラウンジ/ 学生寮/ バスケ

ットコート/ ランドリー 

喫煙ルール 

o 敷地内での喫煙はエントランスゲート付近の決められた場所でのみ可能です。お部屋やその他のいかな

る場所も禁煙となります。喫煙ルールに違反した場合は以下のようなペナルティが課せられます。 

1回目: 3,000php 

2回目: 4,000php 

3回目: 5,000php 

 



 

 

Welcome to CIA! 
 
 

 

ＣＩＡに到着したら: 
1.ロビーにてカードキーとと新入生用の仮 IDを貰い、署名をしてください。 

2.寮の Wi-Fiパスワード：  !Lov3c!@ その他の場所：iloveci@ 

3.シェアルーム（2～4人部屋）の方はルームメイトの邪魔にならないように、

入寮の際はお静かにお願いします。 

4.LINE CHAT SUPPORTを LINEに追加してください。 
 

 
 

CIAでは全ての学生様に CIA LINE CHAT SUPPORTの登録をお願いしています。 

学校公式 LINEより随時最新情報をご案内しておりますので、急な予定変更や重要なお知らせ事項など

を常に把握していただけます。 

下記 QR コードを読み取って頂き、フレンドに追加後”英語のフルネーム(例:Taro Yamada)”をお送りくださ

い。 

※担当者はフィリピン人スタッフとなり、対応は全て英語ですので日本語での会話は出来ません。 

 

 

 

 



 

 

 

到着時についてのお知らせ 

1.仮 IDカード 

初日の学校オリエンテーション終了後、仮ＩＤカードをお渡しします。 

キャンパスに出入りする際に必要となるため、常時携帯する必要があります。  

その後正式な IDカードを受け取ったら、仮 IDカードは返却する必要があります。 

ＩＤカードを紛失された場合、（IDケース：200php）＆（IDスリング：200php）をお支払い頂きま

す。 

 

2.到着後のスケジュール 

a, 金曜日、土曜日、または日曜日の到着-クラスなし（自由時間） 

b, 週末の到着後の月曜日は、以下を参照してください。 

時間 スケジュール 場所 
06:40~08:00 朝食 ダイニング 

08:00~08:20 自由時間 校外への外出禁止 

08:20~10:30 エントランステスト IDP テストセンター 

10:30~10:40 自由時間 校外への外出禁止 

10:40~12:00 キャンパスツアー アドミンオフィスの前(カフェ)  

12:30~13:15 昼食 ダイニング 

13:30~16:00 オリエンテーション IDP テストセンター 

16:00~18:00 現地費用お支払い アドミンオフィス 

18:00~19:00 夕食 ダイニング 

18:30~19:00 時間割と教材の受け取り アドミンオフィス 

 

c,火曜日-金曜日– 時間割に従い授業を受けてください。 

※オリエンテーションの際は現金、パスポート、黒いボールペンを持参してください。 

 

3. エントランステスト 

持ち物: 

✔ パスポート 

✔ 黒色のペン、または鉛筆 

✔ Student Information Sheet(書き込み済みのもの) 

 エントランステストについて 

● Student Information Sheet の回収と 学生 ID番号の配布 

● Listening Test (10-15 分) 

● Speaking Test (10 分) – 合間に順次行います 

● Grammar and Vocabulary Test (30 分) 

● Reading Test (30 分) 

● Writing Test (30 分)



 

 
 

4. 現地費用 

品目 金額 説明 

SSP 7,000php 政府発行の特別就学許可証 

I-CARD 3,500php 
政府発行の外国人登録証 

(9週間以上滞在する場合のみ必須) 

Visa 延長 

8 weeks 4,130php 

滞在週数により異なる 

 (30日間のノービザ対象者に必要) 

12 weeks 9,540php 

16 weeks 13,080php 

20 weeks 16,620php 

24 weeks 20,160php 

寮の保証金 2,500php 
退去時に寮の所有物、備品、罰金等に損害がない

場合は返金されます。 

電気代 2000php 

支払額の 150％まで使用できます 

（例：ダブルルームは 1,300php を支払いますが、最

大 1,800phpを使用できます） 

水道代 1000php 2週間で 500phpまたは 1週間で 250php 

メンテナンス費 3,000php 施設管理費 

教材代 2000php 
ESL コースは 9冊ですが、その他のコースの場合

冊数の増減があります。  

写真代 200php ID カードに利用する写真代 
 

  延泊費用: 

学生 家族 

Single: 2,500 peso/泊 Single: 3,500 peso/泊 

Twin: 2,000 peso/泊 Twin: 3,000 peso/泊 

Triple: 1,500 peso/泊 Triple: 2,500 peso/泊 

Quad: 1,000 peso/泊 Quad: 2,000 peso/泊 

 

5. クローゼットの番号式ロック 

●各部屋にはキーパッドロックが設置されており、パスワードの設定方法のガイドラインが添付されています

。 

●パスワードを忘れた場合は、インフォメーションデスクの CRO に連絡して、マネージャーに知らせてくださ

い。 キーパッドのロックを解除するには、最大 24時間かかります。 

●キーパッドロック用のバッテリーは各自ご用意いただくか、CIAのミニマートにて購入することができます。 

●初めからロックがかかってしまい使えない場合は CRO に連絡し、使えるようになるまで貴重品は各自気

をつけて管理するようにしてください。 

 

6. 緊急連絡先 

a) 週末になにか緊急事態があった場合には下記番号へお電話ください。 
International Managers: 

Mr. David Kim: 0995-627-9559(日本語対応可能)   

CRO: 

Globe: 0915-391-7197 (英語対応)     Smart: 0950-943-3142(英語対応) 
 


