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〈ごあいさつ〉
こんにちは。Happy Life Cebu Academyへの留学にあたり事前の準備から留学生活まで不安なことも多いかと
思います。こちらのガイドブックはそんな不安を解消すべくHLCA(ハルカ)でのセブ島留学生活についてお伝え
します。その他気になることがある際は気軽にメールにてお尋ねください。

1. 留学前に準備するコト・モノ
※授業で使用することがあるので簡易のイヤホンを持参してください
❖

パスポート

フィリピンへの入国には滞在予定期間＋滞在予定期間有効なパスポートが必要です。ご自身のパスポートの有
効期限を必ず確認してください。
紛失等に備えて顔写真のページを2枚コピーし財布・トランクと別々の場所に保管されることをおすすめします
❖

航空券

フィリピンの入国には第三国へ出るチケットまたは復路のチケットが必要です。
携帯電話やタブレット機でのディスプレイ表示ではなく必ず印刷したチケットを準備してください。紛失に備え
て予備のコピーもご準備ください。
オープンチケットを購入されていて30日以上フィリピンへ滞在予定のかたは、仮に帰国日を30日以内に設定し
ておいてフィリピン入国後再設定されることをおすすめします。（オープンチケットの復路日未設定で入国拒
否された事例があります。）
❖

海外旅行保険

海外旅行保険の加入をおすすめします。クレジットカードの海外旅行保険含め、事前に保障内容をご確認くだ
さい。（現地の病院に〈日本人専用窓口ジャパニーズヘルプデスクがあります〉でキャッシュレスサービスが
受けられるか等）
❖

PC・タブレット・スマートフォン・USB

ご自身が普段使用されているものがあれば持参してください。
4週間以上のコースの方はプレゼンテーションの課題がありますのでパソコンが必要です。
学校内・宿泊施設内には無料Wiﬁがありますので使用可能です。街なかのレストラン等多くは無料Wiﬁが設置さ
れています。学校での月一のプログレステスト、授業内のロールプレイング、プレゼンテーション等はビデオ撮
影しますので、データが欲しいかたはご自身のUSB等保存できるものをご準備ください。
日本の携帯電話を継続してこちらで使用される予定の方は、使用方法・設定・料金等を事前に各携帯会社にご
確認ください。ローミングをoﬀに設定しwiﬁ環境下のみでアプリやインターネットを使用することも可能です。
現地はプリペイド式携帯が主流で登録等なしで約2000円〜購入できます。
ポケットWiﬁは貸出無料ですので事前に使用したい旨をお知らせください。(プリペイド式で使用料は個人負担）
❖

電子辞書
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必須ではありませんが電子辞書は留学生活においてとても便利です。替えの電池も多めにご持参ください。
お持ちでない場合は携帯電話やタブレットのアプリケーションでもかまいませんがネットが不安定になること
がある、またいつでもどこでも使えるようにオフラインで使用できるものがおすすめです。
❖

筆記用具・参考書

筆記用具は使い慣れたものを持参してください。現地でも購入可能ですが日本に比べて品質がよくありません。
初級者の方は日本語の英語参考書があれば便利です。
❖

常備薬

痛み止めや整腸剤等普段から飲み慣れている薬の持参をおすすめします。持病がある際は必ず滞在期間分の薬
を持参してください。
❖

衣服・カバン・財布・帽子

空港、タクシー、ショッピングモール内等とてもクーラーが効いておりますので、薄手のパーカーやカーディ
ガンを持参してください。
夏服や水着、サンダル等こちらで安価で購入可能です。
カバンは肩から斜めに掛けられるものが便利です。
財布は小さめで高価でないものが良いです。
日差しが強いので帽子があれば便利です。晴雨兼用の折りたたみ傘があれば便利です。
❖

日焼け止め・虫除けスプレー

こちらでも購入できますが使い心地や品質を気にされる方は日本のものを持参してください。
❖

化粧品・生理用品

化粧品は普段から使用されているものを持参することをおすすめします。
生理用品は現地でも購入可能ですが日本のものと比べて品質は良くありません。
❖

シャンプー・コンディショナー・ボディーソープ

Lax、Dave、ハーバルエッセンス、ヴィダルサスーン等現地で購入可能です。
❖

両替

念のために日本の空港で5000円分程度を現地紙幣に換金し、その他はセブに到着後両替するのがオススメです。
❖

ユニフォーム・スニーカー等

・現地病院見学実習やメディカルミッション参加予定の方はスクラブまたはユニフォーム、白衣(なければ白の
襟のついたポロシャツ、長ズボンでも可能ですが特定の部屋へ入室できないことがあります）、スニーカーを
持参してください。病院実習時はデニムの着用を禁止します。
ボランティア参加やジム利用時もスニーカーが必要です。
・JHDインターンシッププログラム参加時のドレスコードは＜オフィスカジュアル＞です。Tシャツ・デニム・
スニーカー禁止。
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・CDUHインターンシッププログラム参加の方は当校のユニフォームを貸出致します。
❖

その他

下着等手洗いする事がありますので、簡易の小さな洗濯干しがあれば便利です。
コンドミニアムホテルを利用される方は、洗濯機やキッチンの利用が可能です。洗濯ネットやお気に入りの洗
剤、食器用洗剤やスポンジ、調味料があれば便利です。またこれらは現地で調達することも可能です。
※学校寮にはアメニティサービスが付いていませんので、タオル含めご持参ください。寮内一部土足厳禁です
ので室内履きをご持参ください。
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❖

1日のスケジュール例(一般英語コース)

※学校寮プラン・ラグジュアリーホテルプランの方は毎日のホテル朝食ビュッフェ付きです。
※学校寮にはジム・プールはありません。有料にて周辺施設をご利用ください。
※昼食は学校開校日のみ学校で提供されます。
※学校と各宿泊施設はスクールシャトルが運行しています。
※1日2レッスンまで追加費用にて授業を入れることができます。（1週間平日2レッスン追加：ESL8,000円Medical10,000円）
※開始時間を遅らせたい、昼食時の休憩時間を多くしたい等リクエスト可能です。（授業は午後5時終了が最終となります）全留学期間適用となりますので申
込時にリクエストしてください。スケジュールの関係でリクエストにお答えできない場合もございます。ご了承ください。
※2週間以内の留学コースの方の滞在中に祝日で休校日がある場合、その分の授業を平日に返上可能です（授業は午後5時終了が最終でそれまでの時間でまかな
えない授業は返上の対象となりません）。
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2. セブ島について
フィリピン共和国・ヴィサヤ諸島・セブ島
人口： 350万人 マニラに続く第2の都市
言語： セブアノ語・英語
通貨： フィリピンペソ（PHP）
宗教： 主な宗教はローマ・カトリック（93％）
気候： 熱帯モンスーン 平均気温27℃ 雨期6月〜12月、乾季1月〜5月

3. フィリピン入国について
入国カード記入方法

入国カード
1)姓
2)名
3)ミドルネーム
4)電話番号または
メールアドレス
5)パスポートナンバー
6)出発国

7) 居住国
8) 職業
9) 入国の際の利用便名
10)旅行目的
(観光の場合、
PLEASURE に✓)

出国カード
1)姓
2)名
3) ミドルネーム
4)電話番号または
メールアドレス
5)パスポートナンバー
6)目的国
7)居住国

8) 職業
9) 出国の際の利用便名
10)旅行目的
（観光の場合、
PLEASURE に✓）
11)自筆による署名
（パスポートと同じ
もの）

・入国目的を質問されたら「観光」と答えましょう。
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4. 留学生活における注意事項
3.1 外出について
i. 外出の際は派手で目立つ高価な装飾品はつけないようにしましょう。バッグはあまり大きくなく、体
の前に持っていつでも自分の視界に入るようにしてください。
ii. 多額の現金を持ち歩かないようにしましょう。緊急時のためにお金は小分けにしてカバンの中の別の
場所に入れるのも良い方法です。
iii. 夜間の一人歩きは大変危険です。人通りの少ない暗い道は避け、なるべく2人以上で行動、移動にはタ
クシーを利用してください。
iv. ショッピングモール等でフレンドリーに話しかけてくるフィリピン人、または日本人だとしても知ら
ない人にはついて行かないようにしてください。思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
v. 交通状況の整備が不十分ですので道路を歩く・渡る際は十分注意してください。歩行者は優先されま
せん。また道路の陥没等もありますので足元にはご注意ください。
vi. 物乞いやストリートチルドレンが近づいてきたら速やかにその場から離れ、対応しないようにしてく
ださい。
vii. 道路で見かける動物（犬や猫）には近づいたり触ったりしないでください。病気を持っている可能性
があります。

3.2 タクシーについて
i. 初乗り４０ペソです。行先を告げ車が動き出したらメーターが動いているのを確認してください。ド
ライバーがメーターを使わない場合は使うように言い、対応してくれない場合はタクシーから降りる
ようにしてください。
ii. 夜遅くに一人でタクシーに乗るのは危険です。飲酒後にタクシーで寝ることは絶対に避けましょう。
iii. 特に女性ひとりでの乗車時にドライバーの視線が気になる、行動がおかしいと感じた時は、別のタク
シーを拾える場所で降りて、支払を済ませるようにしましょう。
iv. タクシーに乗る際は必ずこまかいお金を準備してください（100ペソ紙幣とコイン等）。ドライバーが
おつりを準備していないことが度々あります。

3.3 チップについて
i. レストラン等での食事後はテーブルチェックですので、店員さんに「Bill please.」と告げます。
オーダー内容を確認後、サービス料（通常１０％）が含まれているか確認し、含まれていない場合は
おつりの一部をチップとしておいていくのが通常です。また税は１２％でサービス料とは別となりま
す。
ii. チップは欧米ほど主流ではないですが、気持ちの良いサービスを受けた際は少しチップを渡すと喜ん
でくれます。（荷物を運んでくれたなど少しお手伝いしてもらった時やマッサージを受けた時は20ペ
ソ〜50ペソのチップを渡すことが多いです。）

3.4 食事と衛生について
i. 外食する際はしっかりと火が通ったものを食べるようにしてください。生野菜はホテル等の施設以外
ではおすすめしません。
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ii. ストリートで販売しているカットフルーツは、衛生状態が把握できないので避けましょう。皮の付い
たものを購入し、自分で剥いて食べるのが安全です。
iii. 元々アレルギーのない方がこちらで初めてマンゴーや魚介類で食物アレルギーを起こすことがありま
す。体に違和感を感じた際は日本人スタッフまたはジャパニーズヘルプデスクに相談してください。
iv. ラグジュアリーホテルプランは毎日のホテル朝食ビュッフェと学校開講日の昼食付き、コンドミニア
ムホテルプランは学校開講日の昼食のみ、学校寮プランは毎日の朝食と学校開講日の昼食、月〜木曜
日の夕食付きです。

3.5

犯罪に巻き込まれないために
i. トランプ詐欺：ショッピングモール内で親しげに話しかけてくる。手口として多いのは娘が看護師と
して日本に行く予定だが、その為の書類で少し不明な点があるから教えてほしいという内容。対応す
ると、お礼に夕食に招待したいと家に誘う。団らんしているとカジノのディーラーをしているという
ものが現れトランプで賭け事をすることをすすめられる。始めは被害者が勝つよう仕組むが後半負け
させられ身ぐるみをはがされる。
ii. スリ・置き引きは日常的に発生する犯罪なので、男性では洋服のポケット内に携帯電話や財布を入れ
ない、女性ではカバンは口が閉じられるもので自分の視界に入るように持つようにしてください。歩
きながらスマートホンを触る、イヤホンで音楽を聴くことも危険です。タクシー内でも忘れ物をしな
いように注意しましょう。
盗難被害にあい警察にいっても対応してくれないことが多いです。

5. 学校について
セブシティの中心、経済特区I.T. Park内に位置しています。
住所： Unit 1102 Park Centrale, I.T. Park
Lahug, Cebu City, 6000
Cebu, Philippines
電話番号：＋63 32 414 2004（学校）
携帯電話：＋63 917 317 0969（学校オーナー海仲）
授業/オフィス営業時間：8:00am-5:00pm
・オープン型クラスルーム
・カフェテリアライブラリー
・コピー機 白黒１枚２ペソ カラー１枚５ペソ
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6. 宿泊施設について
ラグジュアリーホテル(Waterfront Cebu City Hotel & Casino)
住所: Waterfront Hotel, Salinas Dr, Brgy. Lahug, Cebu City, Cebu, 6000
電話番号: +63 32 232 6888
•

トイレ＆洗面所

•

ドリンクサービス

•

シャワー&バスタブ

•

テレビ

ショップ、またはホテルの

•

タオル&スリッパ

•

テーブル＆椅子

ランドリーサービスをご利

•

アメニティー

•

クローゼット

用ください

•

ドライヤー

•

室内清掃

•

ミニ冷蔵庫

•

各部屋free wiﬁ

•

電気ケトル

毎日

•

洗濯…近隣のランドリー

•

セキュリティボックス

•

屋外プール

•

ジム

コンドミニアムホテル(Alicia Apartelle)
住所: Alicia Apartelle, Gov. M. Cuenco Avenue, Banilad, Cebu City, Cebu, 6000
電話番号: +63 32 239 2469
•

トイレ＆シャワールーム

•

フライパン・やかん

備をお願いします。近隣に

•

洗面所

•

調理器具

ランドリーショップがあり、

•

タオル&スリッパ

•

コップ・皿など

•

アメニティー&ペットボト

•

ルウォーター

•

利用可能です。

テレビ

•

屋外プール&ジャグジー

テーブル＆椅子

•

ジム

※初めの７日間のみ毎日補

•

クローゼット

•

キッズエリア

充

•

セキュリティボックス

•

ウォーターディスペンサー

•

シーツ交換4日に一度

•

各部屋free wiﬁ

冷&温…ウォーターボトル

•

ドライヤー

•

室内清掃 毎日

は１つ90ペソ(18L)でオー

•

冷蔵庫

•

洗濯…２階に共有ランドリー

ダー可能です。

•

電子レンジ

エリアがあり有料で使用可

•

炊飯器

能です。洗剤は自己にて準

学校寮
住所: Cornerstone 1, Greenplains Subd., Banilad, Mandaue City, Cebu, 6000
電話番号: +63 32 410 7876
•

トイレ＆シャワールーム

•

ドライヤー

•
•

•

室内清掃

週１回

(ほうきがけは毎日)

テーブル＆椅子

•

シーツ交換

勉強用ライト

•

洗濯サービス…月・水・金

•

クローゼット

•

共有キッチン・冷蔵庫・電

•

free wiﬁ

•

共有ダイニング&リビング
エリア・テラス

週１回

子レンジ・トースター・電
気ケトル
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7. 事前学習について
・中学文法の総復習をしてきてください。
・文法用語を英語で覚えましょう。
・授業中に使用する基本英会話を覚えましょう。
・可能であればオンライン英会話レッスンなどで、英会話に慣れておきましょう。
品詞

Name of Part of Speech
1. Noun

名詞

a. Singular Noun

単数名詞

b. Plural Noun

複数名詞

c. Countable Noun

可算名詞

d. Uncountable Noun

不可算名詞

2. Pronoun

代名詞

a. Subject Pronoun

主格代名詞

b. Object Pronoun

目的格代名詞

c. Possessive Pronoun

所有格代名詞

3. Verb

動詞

a. Action Verb

動作動詞

b. Non-action Verb

状態動詞

c. Modal Verb

法助動詞

d. Auxiliary Verb

助動詞

e. Phrasal Verb

句動詞

f. Regular Verb

規則動詞

g. Irregular Verb

不規則動詞

4. Adjective

形容詞

a. Comparative Adjective

比較級形容詞

b. Superlative Adjective

最上級形容詞

c. Adjectives Ending in -ed

edで終わる形容詞

d. Adjectives Ending in -ing

ingで終わる形容詞
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品詞

Name of Part of Speech
e. Possessive Adjective
5. Adverb

所有形容詞
副詞

a. Normal Adverb Ending in -ly

lyで終わる副詞

b. Adverb of Frequency

頻度を表す副詞

6. Preposition

前置詞

a. Preposition of Time

時間の前置詞

b. Preposition of Place

場所の前置詞

c. Preposition of Movement

動きの前置詞

7. Conjunction

接続詞

8. Article

冠詞

9. Alphabet

アルファベット

a. Vowel Letters

母音文字

b. Consonant Letters

子音文字

10. Sentence

文章

a. Passive Sentence

受動態

b. Active Sentence

能動態

11. Relative Clause

関係詞節

a. Relative Clauses as Subject

主格関係詞節

b. Relative Clause as Object

目的格関係詞節

12. Determiners

限定詞

13. Quantifler

数量詞

a. Large Quantity

数量詞（多/大）

b. Small Quantity

数量詞（少/小）

c. Zero Quantity

数量詞（無）

14. Gerund

動名詞

15. Infinitive

不定詞

16. “If” Conditional

仮定法
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品詞

Name of Part of Speech
17. Present Tense

現在形

a. Simple Present Tense

単純現在形

b. Present Continuous Tense

現在進行形

c. Present Perfect Tense

現在完了形

18. Past Tense

過去形

a. Simple Past Tense

単純過去形

b. Past Continuous Tense

過去進行形

c. Past Perfect Tense

過去完了形

19. Future Tense

Note

未来形

a. Simple Future Tense

単純未来形

b. Future Continuous Tense

未来進行形

c. Future Perfect Tense

未来完了形

Useful Classroom Expressions for Students（授業中に使える英語表現）
Beginning the Class（授業の始まりに）
Hello! / Hi!

こんにちは！やぁ！

Good morning! / Good afternoon!

おはようございます！こんにちは！

How do you do? / How are you?

お元気ですか？

-I’m good.

-良いです。

-Not bad.

-悪くないよ。

-Same as usual.

-いつもと同じです。

-I’m a bit tired.

-少し疲れています。

-I’m not feeling well because I slept late last night.

-昨日寝るのが遅くてあまり気分が良くないよ。

How about you?

あなたはどうですか？

HLCA - ガイドブック
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General Expression for the Class room（授業での一般的な会話）
What does this word mean?

この言葉はどういう意味ですか？

How do you say it in English?

それは英語で何と言いますか？

How do you spell the word?

どのようにつづりますか？

How do you pronounce it?

どうやって発音しますか？

Can you say it again, please?

もう一度言ってもらえますか？

Can you play it again?

もう一回（音源等）かけてもらえますか？

I don’t understand.

理解できません。

I don’t know.

わかりません。

I’m sorry. What are we supposed to do?

すみませんが、どうすれば良いですか？

Is this right?

これで合っていますか？

Is this okay?

これで大丈夫ですか？

What do you think?

どう思いますか？

I think that’s right./I think that’s wrong.

合っていると思います。間違っていると思いま
す。

Thank you!

ありがとう！

You’re welcome!

どういたしまして！

Asking for information or permission/Asking for something
（尋ねたり許可を得るとき、お願いする時）
Can I have a pen, please?

ペンをお借りできますか？

Do you have a pen for me?

同上

-Yes, I do.

-良いですよ。

-I’m sorry. I don’t have a pen.

すみませんがペンを持っていません。

May I have a pen, please?

ペンをお借りできますか？

-Here you go.

-はいどうぞ。

-Yeah. Sure!

-うん。もちろんだよ！

Can you help me, please?

手伝ってもらえますか？

-Of course.

-もちろん。

-I’d be happy to.

-喜んで。
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Asking for information or permission/Asking for something
（尋ねたり許可を得るとき、お願いする時）
-What do you need help with?

-どんなお手伝いが必要？

-I’m sorry…I cant’ right now.

-すみませんが今はできません。

-I could later, but not now. Would that work?

-今じゃなくて後でなら。それでも大丈夫？

Is this right/wrong? / Is it correct?

合ってますか？間違いですか？正解ですか？

-Yes, this is right./Yes, this is wrong./Yes, it’s
correct.

-はい、合っています。/間違えています。/正解で

Give me some more examples, please.

いくつかの例をください。

Can you write it on the board, please?

ボードに書いてもらえますか？

What page are we on?

今何ページ目ですか？

-We’re now on page 56.

-今56ページです。

Shall I go on?

続けても良いですか？

Can we play a game?

ゲームをしましょうか？

Can you say it more slowly?

もう少しゆっくり言ってもらえますか？

May I go to the toilet?

トイレに行っても良いですか？

Excuse me, may I come in?

失礼します、入っても良いですか？

What do you mean with…?

…はどういう意味ですか？

-It means…/I mean it is…

-…という意味です。

What is the meaning of this word?

この言葉はどういう意味ですか？

-This word means…

-この言葉は…という意味です。

Can you speak louder?

もっと大きな声で話してもらえますか？

Do you fell well?

気分は大丈夫ですか？

-Yes, I feel well.

-大丈夫です。

-No, I don’t feel well.

-気分が良くありません。

す。

Asking to repeat（繰り返して言ってほしいとき）
Could you repeat that, please? I’m sorry I don’t
understand.

すみません。理解できなかったのでもう一度言っ
てもらえますか？

Can you repeat that, please?

繰り返してもらえますか？
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Asking to repeat（繰り返して言ってほしいとき）
Could (Can) you say that again, please?

もう一度言ってもらえますか？

Pardon me?

何と言いましたか？

Once more /again, please?

もう一度お願いできますか？

Checking understanding（理解の確認）
Do you understand me?

理解できますか？

Is it clear?

わかりますか？

Apologizing（謝罪）
I’m sorry.

ごめんなさい。

Sorry about that.

ごめんなさい。

Sorry, I’m late./ I’m sorry for being late.

遅れてすみません。

Expression for Games, Role Play and Debate（ゲームやロルプレイ、討論の表現）
Who is going to begin?

誰から始めますか？

You first.

あなたからどうぞ。

Let’s start.

始めましょう。

Which role are you going to take?

どっちの役割をしますか？

I’ll be…/ You’ll be…

私は…（の役をします。）あなたは…（の役をし
ます。）

It’s my turn. / It’s your turn.

私の番です。あなたの番です。

It’s your turn again.

またあなたの番ですよ。

Whose turn is it?

誰の番ですか？

What should we do now?

どうしましょうか？

Don’t cheat!

ズルしないで！

It’s not fair!

不公平だよ！

Good luck!

頑張って！

I won!

勝った！

I agree. / I don’t agree.

同意します。同意しません。
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Ending the class/ Saying Goodbye（授業終わり）
It’s time for lunch.

昼食の時間です。

It’s time to go.

もう行く時間です。

Goodbye! / Bye Bye!

さようなら！

Have a good day!

よい一日を！

Have a good evening!

良い夜を！

Have a good weekend!

良い週末を！

See you later!

また後で！

See you tomorrow!

また明日！

See you next week!

また来週！

See you on Monday!

また月曜日に！

HLCA - ガイドブック

16

