
Hi! I’m Kei Tainaka. 

という感じの挨拶程度の会話しかできないですが、心は中学生！？高校生！？で止まっている（実年齢

25 歳・女）田井中 圭です。 

Monol では初めに English name を決め、それで呼び合います。 

ちなみに私の English name Keiです！（本名もケイなのでラッキー♪） 

 

早速ですが、自己紹介をさせていただきます。 

私は小学生の時に出会った先生の影響などもあり、海外に興味を持ち続けていました。し

かし、時が経つのは早いもので、大学生活も終え、海外に興味は持ちつつも、日本で何と無

く働いておりました。 

その傍ら、Skypeの英会話や英会話教室通いなどで英語を自分の物に！と試みてきました。

しかし、Skypeで話す内容は、毎日同じ様な事ばかりの繰り返しになったり、英会話教室通

いも億劫になったりで、結局、結構なお金と時間が費やされるばかりで、 

私は何がしたいのだ？このままでは駄目だ！これは行動に移すしかない！ 

と、留学決意しました。そんな思いで今悩んでおられる方も多いのではないでしょうか

…？ 

 

まず、マニラに着いてからは個人的なスケジュールの都合で自力で向かう事に。いざ現地

に着いてみると不安を抱えながら学校まで…なので、空港から６時間前後離れたバギオ留学

は団体ピックアップ利用をおすすめします！ 

因みに、不安を抱えながら乗ったマニラ－バギオ直行便 JOYBUSの中のワンカット（左） 





 

Monol前（到着しホッとしてパシャ！）（右） 



そんなこんなで、早くも１週間が経ちました。早い！しかし、全ての生活においてとても

充実した日々を送れていてすでに大変満足しています。この留学後は、ニュージーランドへ

ワーキングホリデーを計画しています。 

 

次に、そんな私がなぜ、フィリピンのバギオ、Monol留学に決めたのか、経緯をお伝えし

ます。条件としては以下を最低でも挙げていました。（多いのかな…？） 

 

・寒くない所 

・食に困らない所（食べること大好き♪） 

・コストパフォーマンスが良い所 

・日本人生徒の少ない所（勉強する限りはストイックに！EOP：English Only Policy） 

・治安がいい所 

・日本人スタッフがいる所 

 

という感じで、リサーチリサーチリサーチ！！！ 

 



 

学校からの眺め…「そんな崖に家建てられるんだ！生活できるんだ！」見渡せば自然自然



自然！気持ちー！自然に囲まれた生活に憧れを抱いておられる方は是非お勧めします。 

 

では、上記に挙げました条件を少し詳しくお伝えしていきたいと思います。 

私は寒い所は大がつくほど嫌いで、勉強を目的とするならば、寒さは私にとってはマイナスでしかな

い！ということで、「暖かい所」をリサーチするとフィリピンがヒット。更に、フィリピンの中でもバギ

オは、エアコンの要らない「涼しい」気候の高山地帯に位置する都市で、勉強する環境には打ってつけ

の場所という情報を得ました。 

また、フィリピンは私のイメージですが、フルーツがいっぱいで、食べる事が大好きな私にとっては

興味深い場所だということです。 

さらに「バギオ」でリサーチ！また、欲張りな性格発揮！？ 

英語のスキルを安く！早く！日本人の少ない環境で！とリサーチすると、「MONOL」が出てきまし

た！でも、用心深い、少し心配性な私は治安が良く、何かあった時には、やはり日本人スタッフが居て

欲しいなということで調べると…この Monol には日本人スタッフが２名も！女性の方と男性の方と…最

高♪ 

最終決定も口コミなども更に調べ倒しました。調べ倒した結果、やはりここだ！！ここしかない！！

という事で、私は Monol に決めました。 

入学が近づくにつれ、ワクワクする気持ちしかなかったです。そして、出発ギリギリまで余裕をかま

し生活していた私でした。余談ですが、余裕かましすぎて、出発前日夜中にパッキングしました。くれ

ぐれもそのような事はないようにしましょう。 

実際１週間経ちましたが、調べ倒した通りの学校！いや、それ以上！１週間でそう感じるので相当

ではないでしょうか…？ 

３か月ばかりですが、これから私の素直な気持ちをお伝え出来ればと思います。次は、選

んだ理由を踏まえて、実際に来てみてどう感じているか、詳しくお伝えします。これからよ

ろしくお願いいたします。 

 



 

写真は毎食のバイキングの一部です。（生野菜サラダバー） 

種類の多さにこれからの期待がさらに高まりました。特に野菜の多さに感動。今までの乱れ

た食生活が直され Monol留学で健康になっちゃうかも！ 



Monolに来て、２週間ほど経ちました。 

めっちゃ時間が経つのが早い！ 

平日は授業が終わったと思えば宿題をしなければならないので、一瞬で１日が終わります。 

  

あいにく私が来てから予定を立てた週末は天候が少し悪くて、 

プラン延期でまだフィリピンの遊びやグルメを満喫できていないのが現状です。 

しかし、校内だけでも飽きずに十分楽しい日々を送れるところが、 

Monolの良い所ではないでしょうか！ 

  

では、前回バギオの MONOLを選んだ理由をご紹介しましたが、 

実際私が来てみて感じた Monolをご紹介します！ 

  

前回述べた理由は以下です。 

  

・寒くない所 

・食に困らない所（食べること大好き♪） 

・コストパフォーマンスが良い所  

・日本人生徒の少ない所  

（勉強する限りはストイックに！EOP：English Only Policy：母国語禁止）  

・治安がいい所  

・日本人スタッフがいる所  

  

  

①バギオの気候 

  

常に快適。こんなに快適でいいのだろうか？ 

こんな過ごしやすい所があって良いのか？と言う快晴と涼しさです。（20℃、日本の秋くらい） 

  

日本人生徒がよく着ている服装は、半袖・長袖にパーカーで下は長ズボン（スウェットやジーパン）が多いかな。 

中には半袖半パンやワンピースにサンダル、ダウンジャケットを羽織っている方もいます。 

上着や長袖を 1週間分は持ってきましょう。 

  

部屋では、１日中窓を開けっ放しです。虫少ないです。 

日焼けを気にする女性の方は、１日の授業を終えて１７時半頃には、 



日は沈みかけているので、日焼け止めを何本も持ってくるという必要はありません。 

〈しかし、重量オーバーしてでも 6 本くらい持ってきてしまった私。大失敗〉  

  

日本の友達に連絡する時は、口癖のように 

「こっちはめっちゃ過ごしやすいで～、良いやろ～！」と自慢しています。 

11月～は乾季で肌寒くなるので、体調管理には十分に注意しようと思っています。 

風邪をひいたときのために日本のマスクを持ってきた方がいいです。  

  

もし体調を崩しても学校のクリニックには平日ナースがいるので安心！ 

生徒は無料で利用可能！保険もかからない！ 

私はまだ利用したことがないので、もし利用したら詳細も詳しくお伝えします。 

〈でも、お世話にならない様に自己管理をしようと思います！！〉 

 

【部屋からの景色】  

犬の鳴き声やニワトリの鳴き声、子供たちの元気な声が聞こえてきて、騒音ではなく、気持ちをリラックスさせてくれます。 
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②食事 

  

現地での食事は全くと言って困ることはありません。 

休みの日も学校が欠かさず提供してくださり、これまたこんなに良い環境でいいのだろうか…？と感謝するばかりです。 

２週間経ってみて、こちらには納豆、牛肉、味噌汁はないですね。 
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<私はフィリピンにいたらそもそも日本食を食べようとは思いませんが…> 

必要な方はインスタントの味噌汁やふりかけを持ってきたりするのもありだと思います。 

（白ご飯は必ずあるので。） 

周りを見ていると母国の味が恋しくなったりして、ふりかけやカップラーメンなどを食べている方もいます。 

私は毎日提供してくださるメニューを楽しんでいただいております。 

ブッフェ形式などで取り過ぎには注意ですね。 

そう言い聞かせてはいるものの美味しくてついつい〈汗〉 

ちなみにフルーツはバナナ・リンゴ・スイカ（赤・黄）パパイヤ・オレンジ・メロン…等々 



 

好きなものを好きなだけ。 

野菜がたくさん食べられます。 

  

③コストパフォーマンス Gooooooooooooood！！！ 
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カップラーメン等近くのスーパーで買っている方もいます。 

日本からわざわざたくさん持ってこなくても OK！だって安いんです！ 

お菓子やカップラーメン、シャンプーなども日本より安いですよ！ご心配なく。 

<意味の分からないブランドが安いとかいう訳ではなく、 

ジョンソンエンドジョンソンなど日本でも馴染みの食べ物や日用品も多数！ 

そして、日本より種類も多く安く手に入ります！ > 

  

学校のコストパフォーマンスも当然良いですが、物価自体も安くて驚きの毎日！ 

これまた日本の友達に自慢！ 



 

【一番近くのスーパー（PUREGOLD）の外観】 

Monolから徒歩で約 23 分、山道なのできついと言えばきついです。 

運動不足の方にはおすすめ！タクシーだと 5 分くらい。 

道は複雑ではないので方向音痴の私でも迷わず行けました！ 
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スナックの 1 袋が日本円にして 40 円もしない！ 

そして、陳列の仕方にも少し笑っちゃいました。 

店員さんが詰めている最中に「バンッ」という、詰め過ぎて破裂している音（笑） 

フィリピンのスナックは全てパンパンで、そうでないものは穴が開いていたりで美味しくないらしいです。（豆知識） 

  

  

④日本人生徒の少ない所 

（勉強する限りはストイックに！EOP：English Only Policy：母国語禁止） 

  

11月 26日現在の MONOLの国籍比率は以下です。 

  

日本：40％ 

台湾：27％ 

中国：16％ 

韓国：15％ 
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ベトナム：2％ 

※少し日本が多いですが、先週韓国の団体がドバっと帰ってしまったらしいです。 

  

EOPなので、実際は国籍比率など気にも留めません。 

舐めていました…EOPを。 

  

EOPは授業中くらいで良いのかなーと思っていると、なんのなんの！ 

食事中もチェッカーが沢山、目を光らし耳を立ているではありませんか！ 

  

えー！食事中くらい良いじゃない！ 

  

実際、英語を話そうとしている自分です。感謝します…EOPルールに。 

日本人同士であろうと英語です。 

それが普通になっちゃいました、たった２週間で。 

  

そして、卒業するまで絶対にペナルティを貰ってたまるか！と思わせてくれる素敵なルール。 

ペナルティは自習時間が課せられるので、自習をして消化していくシステムです。 

貰っていないので素敵なルールと言っていますが、貰ってしまえば、憎むしかない…。 

  

おそらくこれほど EOPを徹底している学校は他にはないと思います。 

なので、真剣に英語環境にいたいという方は絶対おすすめです。  

  

⑤治安 

  

治安は想像以上によく、今の所全くと言っていいほど何もありません。 

学校の入口にはセキュリティー（警備員）が常時いて、学校関係者以外立ち入ることができません。 

なので女性はとくに安心です。 

先生も生徒も皆、ID カードを持っています。 

※あくまでもここは海外なので危ないなと思うところには一人ではいかない！ 



 

【私の ID とルームキー】  

バーコードがあり、外出の際にはスキャンして管理されます。 

これを首にかけていないとペナルティ、無くしてもペナルティ。 

どれだけペナルティが好きやねん！！ていう程、私たちの周りにはペナルティが待ち構えています。 

  

  

２週間を終えて、選んだ理由と実際の部分を少しですが、お伝えしました。 

簡潔に言うとタイトル通り「なんていいところなんだ！！」ということです。 
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まだまだ英語のスキルも日本語のスキルも未熟ではありますが、少しずつお伝えしていきます。 

よろしくお願いいたします。 

 



３回目の記事、そして、３週間が経ちました（汗）１・２週間は初めて会っ

た人と友達になり毎日が新鮮でノリで過ごして来た部分もありますが、私が３

週間を終えリアルに感じている事をご紹介できればと思います。 

 

こちらバギオや学校はクリスマスムードに…（寒くもないクリスマスが初めて

なので戸惑う） 

 



 



 

私は現在 Regular ESL コース（マンツーマン×３コマ、少人数グループ×４

コマ）を受講しています。 

率直に言うと、「１日７時間の授業はキツイ！！平日は自分の時間が欲しい！

宿題で終わってしまうやん！復習の時間がとれへん！復習したいのにー！」っ

て感じです。友達も同じような事を言っています。だけど、３週目にして、「丁

度良いハードスケジュール」だとも感じてきています。もう、このハードスケ

ジュールに食らいつくしかない！自分の物にしてしまえ！と奮い立たせていま

す（笑） 

 

そんなハードスケジュールを一挙大公開！ 

 

5:50AM：起床 

6:30AM：モーニングクラス 

7:00AM：朝食 

8:00AM：グループクラス 

12:00AM：昼食 

1:00PM：マンツーマンクラス 

2:00PM：休み時間 

3:00PM：マンツーマンクラス 

5:00PM：ゴルフクラス 

6:00PM：夕食 

7:00PM：フリータイム 



8:00PM：ヨガ 

9:00PM：サウナ 

10:00PM：ジム 

11:00PM：シャワー・自習・就寝 

 

 

 

【5:50AM：起床・洗濯】 

まず 1 日はここから始まりここで終わる。大切な私のベッドを紹介します。



 

私は６人部屋なので、３段ベッドの真ん中です。聞いて驚かないでください

…私の身長は実は１７８㎝あるんですが、ベッドの長さは十分に足りるのでと

ても居心地が良いです！ 

※もちろん自分で目覚ましをかけて起きます（笑）身支度スタート！ルーム



メートを起こさないよう静かにね♪ 

この時間に私は屋上のセルフランドリーステーションに行く時もあります。 

 

学校の無料のランドリーサービスは月水金なので、ジムに毎日行く人は洗濯

物が回りきりません。学校の屋上には無料の洗濯機が６台もあるので、時間を

気にせず洗濯できます。ただし、洗剤だけは自分で用意しなければなりません。

現地では日本より安く洗剤を買えるので、持ってくる必要はありません。 



 

学校のランドリーサービスは、月曜日の午前中に預けると、水曜日の午後に

受け取れます。（以下、ランドリールームに服をもって行きます。） 



 

洗濯カゴやハンガーは無料で貸出されます。 



 

 

 

【6:30AM：モーニングクラス（無料オプションクラス）】 

眠いですが、目がさえてきて…「よしやるぞ！」って感じで。 



 

 

【7:00AM：朝食】 

勉強後の朝ご飯は余計に美味しいと感じるのは私だけかな（笑）朝食タイム

（7:00 – 8:00AM）が終わるギリギリに食堂に駆け込む人もいます（汗） 

 



 

【7:45AM：準備】お部屋に戻って、歯磨きや授業の用意…。 

 

【8:00AM：Speaking（グループクラス）】（2時間＝50分×2コマ） 



 

授業は 50分で 10分間の移動や休憩です 

※1分でも遅れた場合はペナルティです。時間ごとにベルが鳴るので分かり易

いですよ！ 



 

【10:00AM：Writing（グループクラス）】 

 

【11:00AM：Pronunciation（グループクラス）】 

 

【12:00AM：昼食】 

授業を終えみんな食堂に集合！長蛇の列が…ですが、意外と回転が速いので

安心。バイキングですが、食事が無くなることはありません。少なくなってき

たら、継ぎ足してくれます。 

 



 

 

【1:00PM：Reading（マンツーマンクラス）】 



 

 

【2:00PM：休み時間】 

私の唯一の休み時間です！生徒各々に割り当てられます。スケジュールはタ

ーム（学期）が始まる前に掲示板に張り出されるので、授業と休み時間をチェ



ック！ 

 

 

【3:00PM：Listening（マンツーマンクラス）】（２時間） 

 



 

 

【5:00PM：ゴルフクラス（無料オプションクラス）】 

ゴルフのクラスはナイトクラスのひとつです。クラスは平日毎日あります。

机に座って１日勉強した身体をここでほぐしています（笑）17:00～21:00 の間



で１時間選択が可能なので好きな時間を選びます。 

 

 

※17：00～21：00は外出可能な時間なので、友達と遊びに行くのもいいかも！

（程々にしないと次の日の授業に響くので気を付けて！） 



 

【6:00PM：夕食】 

あっという間に夕飯の時間（6:00 – 7:00AM）です。1日あった事などを友達

と楽しくお喋りしながら、夕食の時間を過ごしています。 

 
 

【7:00PM：フリータイム】 

お腹一杯食べた後はお部屋でゆっくりします。また、宿題が多くて空いてい

る時間にできなかったりすると、この時間を使って宿題をします。 

 

【8:00PM：ヨガクラス（無料オプションクラス）】 

このヨガクラスはナイトクラスのひとつです。週に 3 回（火水木）です。勉

強以外に体を動かしながら、英語を自然と身につけられるという事が 1 番良い

です。机に座って勉強が苦手という方にはおすすめです。 



 

この他にもボクシング、ウェイトトレーニング、ズンバ、ピラティス等あり

ます。全て無料で参加できるので是非！ 

こんなに勉強以外の施設が充実しているところはまずないと思います…。人

生初めてのヨガを英語で…。 



 

 

【9:00PM：サウナ】 

ヨガでリラックスした後は、また更にリラックス、日本人はやっぱりお風呂

が恋しいので、サウナで補う感じ（笑）サウナは男女分かれているので、女子

だけの弾丸トーク（笑） 



 

 

【10:00PM：ジム】 

身体が温まって軽く感じている間にジムでランニングやウエイトをします。 



 

 

【10:30PM：シャワー】 

汗だくになった身体を部屋に戻ってシャワー！！ 



 

 

【11:00PM：自習・フリータイム】 

まだ宿題が終わっていないと、ここで追い込み（笑）大概はリラックスタイ

ム…至福のひと時です。 

 

【12:00PM：就寝】 

そして、おやすみなさ～い…って感じです。 

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。まだまだ伝えたい事は沢山！

次回からもゆっくりですがリアルな事をお伝えしていければと思います。 



４週間が経ちました！１ターム（１学期）区切りのテストも終了！という事で、私の英語力がど

れくらい変化したか、自分なりに各クラス・科目ごとにご紹介できればと思います。 

 ちなみに私は４週間 Regular ESLコース（マンツーマン３時間・グループ４時間）を受講しまし

た。 

 

リーディングの授業・スピーキングの授業・リスニングの授業・ライティングの授業・プロナウン

シエーション(発音)の授業、の順にお伝えしていきます！ 

 

【リーディング】（マンツーマン：１時間） 



 

※これは最初のレッスンページなので、ここから少しずつ文字の量が増えていきます。 

 

まず英文を読むといっても、ここに来るまでは１、２行のワンフレーズを読むくらいでした。当



初はこの量の英語を読む事にストレスを少し感じました。また、宿題の問題も当然ながら英語なの

で理解しきれず、回答が回答でなかったりして先生に迷惑をかけていました。 

授業の中で文章を大きな声で読むのですが、自発的にはなかなかする事ではないので、とても良

い練習になりました。授業の最後には口頭で要約をして、先生がそれをノートに書きおろしてくれ

て、文法のチェックをしてもらいます。この口頭要約も最初は頭の中が真っ白になり何も答えられ

ませんでした。 

４週間後…口頭要約も文法はまだまだめちゃくちゃな部分はあるのですが、先生の助け無しでは

一言も発することが出来なかったその量は今では５倍増えました！さらに余裕も出てきて、次の予

習をして、質問を考える事も出来るようになりました。ただ、まだまだボキャブラリーが少ないの

で、いざ学期末テストとなると苦戦しました。なので、２か月後（４週間後）には英語の簡単な本

が読めることを目標に、実践的な応用ができる練習を頑張りたいと思います。 

 

【スピーキング】（グループレッスン：２時間）（クラスメイト：日本人２・韓国人２） 

※グループクラス１時間を 50$または 2,500 ペソでマンツーマンに変更可能 

 
 

毎授業のユニットにテーマがあり、クラスメイトと考えや意見を共有しながら授業が始まります。

韓国人がクラスメイトなので、考えや意見も新しく知ることが出来て楽しいです。それだけでも得

られたものがあります。そして、授業中はペアになって話し合いや会話練習をします。なので、グ

ループでも絶対に発言が求められます。 

 ４週間後…毎日の復習のおかげか、授業で習った大体のフレーズが身についていて、自分の生活



の各シチュエーションで単語さえ変えればいいので、自然と「あっ！今使ってる！」って気づきま

す。特に感じるのは、友達と会話する食事の時間です。最初は、料理の味を伝えるのに「Good」「So 

so」「Bad」のみの面白くない会話しかできず、沈黙もありました。しかし今では、週末どう過ごし

たか等々、話の幅が広がり、沈黙というより話す時間が足りない程です。英語を使うことが億劫で

はなくなり、話す勇気も養われました。 

 

【リスニング】（マンツーマン：１時間） 



 

マンツーマンクラスでは先生とより仲良くなれるのでとても楽しいです！仲良くなるからこそ、

スペルの間違い等を鋭く指摘されます（汗） 

今まで英語を聞くという事は、ジェスチャーを交えての会話の中だったので、なんとなく喋りな



んとなく理解したつもりでした（汗）それがリスニングだと思っていたので、実際の授業でユニッ

トのテーマに関する英語をオーディオから聞いて理解するというのは初めてで、本当に「英語を聞

く」ことに特化した訓練だと日々感じます。 

４週間後…正直成長はあまり感じられなかったです。期末テストで手ごたえがあまり感じられな

かったからです。リスニングは私の１番の課題だという事が分かりました。しかしこの４週間で、

英語を聞こうとする集中力や根気は身につきました。映画「ズートピア」の DVDを持っているので

すが、今はまだ映像を見つつ理解するだけで、すべてを聞き取れてはいません。なので、４週間後

にはすべて聞き取れるようになるために、この４週間で養われた英語を聞く集中力と根気を持続さ

せ、更にワンランク上のリスニング力を身につけられたらと思います！ 

 

【ライティング】（グループレッスン：１時間）（クラスメイト：日本人２・韓国人２） 



 

※個人的にですが、この先生が Monolで１番綺麗だと思います（笑） 

 

 この授業では毎日英文を作成する宿題が出ました。初めは「４行書けた！！」と喜んでいました



が、今思えば「４行で何が伝わる！？」と４週間前の自分に突っ込んでいます（汗） 

４週間後…まだまだですが当初の５倍は書けるようになりました。この授業の宿題は、自分で考

え文章を書くことなので、初めは苦戦してストレスを感じていました。それが今では、自分のこと

を文章で伝えられるという楽しさを感じています。さらに４週間後には、この倍書けるようになり

たいと思います。 

 

【発音】（グループレッスン：１時間）（クラスメイト：日本人２・韓国人２） 

 
このクラスでは常に口を動かし、声に出して体で覚えるので楽しいです。日本ではなかなか発音

を勉強することがないので、このクラスでは発音記号を一から勉強することが出来ました。 

４週間後…どれだけ単語が分かっていても発音が正しくなければ相手に伝わらないという事も

ここにきて痛感しました。例えば、cop/cup/cap を私が発音すると、先生の頭の上には「？？？」

が並びます。「Ra」と「La」の違いなんて、今まで考えたこともなかったのに…。なので、人一倍

練習してもらいました（汗）今では最も重要な科目だと感じています。今までゼロだった発音に関

する知識を学べた事は私にとって大きな一歩でした。 

 

こうして４週間はあっという間に過ぎてしまいました。お恥ずかしいですが、初めはプロナウン

スという単語すらわからないところからの始まりだったので、なにかに特化するのではなく、いろ

いろな方法で英語を学ぶことができるのは良かったです。あと２か月もきっとあっという間なのだ

と思います。この４週間で英語の基礎をしっかり学んだので、残りの Monol生活ではそれを応用し、

悔いのないように過ごしたいと思います。 


