留学のしおり

１

フィリピンについて

■基本情報
太平洋に浮かぶ 7,109 もの島々からなる国、フィリピン
アジア特有の雰囲気の味わえる大都市から美しく快適なビーチリゾートまで、バラエティ豊かな楽しみ方のできる
プレミアムリゾートアイランドです。

正式名称

言語

フィリピン共和国
国語はフィリピン語、公用語はフィリピン語と
Republic of The Philippines 英語ですが、母語として使われる言語は合計172に
及びます。英語が共通語として使われているので
、アジアで一番英語の通用度が高い国です。
首都
メトロ・マニラ
Metro Manila

バ ギ オ

宗教

面積
299,404平方キロメートル
(日本の約8割の広さ)

マニラ

フィリピンはヨーロッパ・アメリカ・アジアの生
活様式と文化が一堂に会しており、イスラムや仏
教国の多いアジアの中では東ティモールと並んで
数少ないカトリック教国です。

教育

フィリピンは教育熱心な国で教育水準は高いとい
われており、東南アジアの中で比較しても識字率が
約1億98万人
93.9％と高く、初等教育の義務教育化など、発展
(2015年フィリピン国勢調査) 途上国としては法制度的にも整備されています。

philippine
Sea

イロイロ
セ ブ

人口

時差

国民性

日本より1時間遅い

フィリピーノホスピタリティ
フィリピン人の国民性で表される言葉の一つで
「知らない人にも親切に接し、陽気でいつも笑顔を
絶やさず、家族思い」な暖かい人柄の方が多いです。

■気候

バコロド
Sulu Sea

ダ バ オ

熱帯性気候で年間を通じて暖かく、年平均気温は26～27℃です。
6～11月が雨期、12～5月が乾期と一応分かれていますが、地域によってかなり差があります。
服装は、年間を通じ日本の夏の服装で大丈夫ですが、機内、ホテル、デパートなどでは冷房が効いていることがあるので、
上に羽織るものが必要です。日差しが強いので、サングラスや帽子も用意しましょう。
イロイロ
月別平均気温

月別

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

平均最高気 温（ ℃）

30.6

31.2

32.2

34.1

33.2

31.1

31.5

30.8

32.0

31.3

31.7

30.7

平均最低気 温（ ℃）

23.6

23.4

24.1

24.6

25.4

24.5

24.1

24.5

23.2

23.4

24.2

23.5

■フィリピンの休日・祝日
1月1日 （水） 元日／New year's day

<2020年度>
6月5日 （金） ラマダン明け祝日／End of Ramadan

1月2日 （木） 特別休日／Non-working day

6月12日 （金） 独立記念日／Independence Day

1月3日 （金） 特別休日／Non-working day

8月12日 （水） 犠牲祭（イスラムの祭日）／Feast of Sacrifice

1月25日 （土） 旧正月／Chinese Lunar New Year

8月21日 （金） ニノイ・アキノ記念日／Ninoy Aquino Day

1月29日 （水） ローカルホリデー／Local holiday

8月25日 （火） イロイロ市祝日／Public holiday of ILOILO

2月11日 （火） パナイ島特別休日／Evelio Bellaflor Javier

8月26日 （水） 英雄の日／National Heroes Day Holiday

2月25日 （火） エドサ革命記念日／People Power Anniversary
3月18日 （水） パナイ島特別休日／Victory Day
4月3日 （金） モハマドの日／Lailatul Isra Wal Mi Raj
4月9日 （火）

勇者の日／Day of Valor
聖木曜日／Maundy Thursday

4月10日 （金） 聖金曜日／Good Friday

9月8日 （火） 聖母マリア生誕の日／Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary
10月31日 （土） 特別休日／Special non-working day
11月1日 （日） 万聖節／All Saint's Day
11月2日 （月） 死者の日／All Soul's Day
11月30日 （月） ボニファシオ誕生記念日／Bonifacio Day
12月8日 （火） 無原罪の聖マリア祝日／feast of the immaculate conception

4月11日 （土） 聖土曜日／Black Saturday

12月24日 （木） クリスマスイブ／Christmas Eve

4月12日 （日） イースター／Easter Sunday

12月25日 （金） クリスマス／Christmas

5月1日 （金） 勤労感謝の日／Labor Day

12月30日 （水） リザール記念日 / Rizal Day
12月31日 （水） 大晦日／Last Day of the Year

※2019年 9 月 11日時点での暫定祝日情報となります。なお、現段階では土日に祝日が被った場合の振替に関する情報がありませんので上記中には掲載していません。
※フィリピンの祝祭日は日本とは異なり、政府および地方自治体からの指令により急遽変更あるいは新たに制定される場合があり、現時点の予定が変更となる可能性があります。
※祝日の休講に際しての授業の振替および返金・割引は出来かねます。何卒ご了承ください。
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２

イロイロについて

■概要
位置

イロイロ市

フィリピン中部 ヴィサヤ諸島

約45万人（2015年推計）

人口

MANILA

パナイ島南岸
※ マニラから約400km
（飛行機で約1時間）

■イロイロについて
イロイロはフィリピン中央部、西ビサヤ地方にあるパナイ島の中心都
市です。周辺で最も古い歴史をもち、商工業の中心になっています。
1896年に当時のスペイン植民地政府がマニラからイロイロへ遷都し、
短期間ながらフィリピンの首都機能を果たしたこともある由緒ある
都市なのです。
フィリピントップクラスの名門大学であるウエストビサヤ州立大学や
フィリピン大学（国立）をはじめ、MK提携校のフィリピン中央大学
(CPU)など、多数の優秀な大学があります。
教育都市らしく市内周辺を回ってみると、多くの大学をはじめとする学校
施設を見ることができ、制服を着た学生もよく見掛けます。
約40の大学が集中する教育都市。毎年数多くの卒業生を輩出するため
優秀な講師の採用にも事欠きません。
英語の学習にはこの上ない環境です。
また、イロイロは祭り行事で名高く、ユニークな衣装で全身を黒く塗
り、熱狂的なダンスが1日中繰り広げられるディナギャンフェスティバル
（1月中旬）が代表的です。
ハロ教会、モロ教会、そして世界遺産に登録されているバロック様式のミ
アガオ教会など、歴史ある教会も多くあり、日曜日になると多くの市民が
教会へお祈りを捧げに行きます。
空港から程近いサンタバーバラという町には、フィリピンで最も古く
ゴルフ通がハマる名コースといわれるゴルフ場「イロイロゴルフ＆カント
リークラブ」があります。
Noスラム・Noストリートチルドレンのイロイロは、フィリピン随一の
モデル都市としてフィリピン政府からの信頼も厚く、環境汚染が問題と
なっている他の都市に比べ緑地比率も高く、綺麗で安全な都市です。
イロイロは大都市らしく、約200社に及ぶ銀行と投資会社、保険会社、
不動産会社などがあり、複数の大型ショッピングモールや、多くのスポー
ツ施設があります。
また、近年、イロイロは多くのショッピングモールの建設やインフラ整備
などの開発が進められています。
一般的に開発が進むにつれ治安の悪化が懸念されますが、イロイロでは
その様な心配はなく、治安も安定しており安全に過ごすことが出来ます。
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３

出入国について

■入国書類の書き方について

※入国カードについては形式が異なる場合があります。
フィリピン行きの飛行機内で、客室乗務員から配られる
入国カードです。
入国審査時にパスポートと一緒に提出します。
到着までに機内で記入してください。

①MR123456
②YAMADA
③TARO
④
✔

⑤01／30／2000 ⑥JAPAN

⑦

⑧1-2-3 Meguro, Meguro-ku Tokyo, Japan
⑨MK EDUCATION
⑩090-1234-XXXX ⑪info@815162.com
⑬123456789012

⑫STUDENT
⑭PR431
✔

⑮NRT
⑰

⑯
⑱山田太郎
⑲01／31／2019

【記入方法】
①パスポート番号
②名前（姓）
③名前（名）
④ミドルネーム（日本人は不要）
⑤生年月日
⑥国籍
⑦性別
⑧現住所（日本）
⑨フィリピンでの滞在先／
MK EDUCATION
⑩電話番号

⑪メールアドレス
⑫職業
⑬マイナンバー
（不明であれば不要）

⑭搭乗便名
⑮出発空港
⑯外国人登録証（なければ不要）
⑰旅行目的
⑱署名
（パスポートに記載のサイン）

⑲到着日

<⑫職業記入例>
会社員：OFFICE CLERK
公務員：GOVERNMENT OFFICIAL
個人経営者：PROPRIETOR
学生：STUDENT
主婦：HOUSE WIFE
その他（未就学児童、無職）：OTHER
<⑰旅行目的>
PLEASURE/VACATION：旅行・観光
EDUCATION/TRAINING：教育・留学

■ニノイ・アキノ国際空港到着後のご案内
飛行機を降りましたら、入国審査(Immigration)に向かいます。
その際にパスポート及び記入済の入国カードの提示が求められます。
入国審査(Immigration)を通過しましたら、機内預け荷物受け取り(Baggage Claim)を抜け、税関に向か
います。
その後、国際線出口よりイロイロへ向かう国内線入口へ移動し、国内線への乗り継ぎをお願いします。
イロイロ空港到着後、機内預け荷物受け取り(Baggage Claim) にて荷物の受け取りが必要です。

■イロイロ国際空港ピックアップについて
ご到着の時間に、現地スタッフが【MK】のボードを掲げてお待ちして
おります。
出口を出て正面にある道路を渡った所で右のボードをお探しください。
なお、イロイロ国際空港の到着口は一つしかなく、
荷物受取場所が即出口となり、非常にわかりやすい構造となっています。
※何かご不明点等ございましたら現地日本人スタッフまでご連絡ください
（17ページ）。
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持ち物について

■必要なもの
 パスポート（旅券）
6ヶ月間以上の有効期間がある旅券
査証欄の余白が見開きで2ページ以上ある旅券
コピーを1枚ご持参ください

 サンダル（ビーチサンダル等）
 ハンガー（現地購入可）

 辞書（電子辞書をお薦めします）
教室はWi-Fi圏外となっており、ネット回線を用い
るもの（スマホアプリ等）は使えません

 往復航空券
フィリピンを出国する航空券がないと日本からの
搭乗はできません

 海外旅行保険証券のコピー
クレジットカード付帯の海外旅行傷害保険の場合、
「自動付帯」であることの確認と「治療費用・
救援費用」の補償額が1千万円以上あるもの
 入学許可証
ごく稀に入国審査で提示を求められる場合があります
 現金

 筆記道具（筆記用具・ノート等）
 日本語の教材（自習用に）
 ハンカチ、タオル、バスタオル
 ポケットティッシュ（多めに）
外出時、公共のトイレには基本トイレットペーパー
はありません

■あると便利なもの
 スマートフォン
※SIM フリーの携帯電話かスマホも持参して、
現地でプリペイドSIMカードを購入・挿入して
利用するのがお勧めです

 タンブラー、コップ
 日焼け止め
 デイバッグ（リュックサックのようなもの）

 ノートパソコン

 日用品
※ シャンプー、歯磨き、生理用品等、すべて現地で
購入できます

 目覚まし時計
 ボイスレコーダー（授業の復習に）

 ボディペーパー
（稀にシャワーが出にくくなる場合に備えて）

 常備薬（頭痛薬、胃薬、整腸剤など）
現地でも購入可能ですが、普段から服用する薬を
持参すると安心です

 ふりかけ・お茶漬け・味噌汁の素・調味料
（食事があわないときのために）

 変圧器（電圧 220V・周波数 60Hz）
・日本は電圧 100V
・コンセントの形状はほとんどが日本と同じ
・日本の電気製品やACアダプタは220Vに対応しているものもあり、その場合変圧器は不要です

■衣類
 夏服（長袖も持参することをお薦めします）

＜機内持ち込み荷物の制限＞

 ジャケット（冷房対策）

スーツケースとは別に、ハンドバッグ等を飛行機の
中に持っていく「機内持ち込み荷物」にもサイズや
重さに制限があるのでご注意ください

 下着
 パジャマ

■セブ・パシフィック航空
・寸法 ：56×36×23cmまで
（各辺が所定寸法以内に収まっている必要あり）
・質量：7kg以内

 運動靴
 帽子・サングラス（紫外線対策）
 水着（プールやビーチ用に）

■フィリピン航空
・寸法：三辺 115cm以内
・質量：7kg以内

 サンダル（上記「必要なもの」にも記載）
※海へ行く際には CROCS のようなかかとに掛けて
固定できるタイプがおすすめ
（水中でも脱げにくく紛失・転倒・ケガの防止）
※ドレスコードで靴が必要なお店もあります
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５

公衆電話のかけ方

■公衆電話の使い方
受話器を取って2ペソ入れます。

MKスタッフの携帯電話にかける場合は、そのまま番号をプッシュ。
イロイロの市内電話で電話番号「033501」などから始まっている場合は、
最初の市外局番「033」は省き「501」からプッシュします。
マニラやセブなどイロイロ以外からかける場合は
市外局番「033」が必要になります。
電話が繋がったら「＊」ボタン「Talk」ボタンを押します。

※このボタンを押さないと相手の声は聞こえますが
こちらの声は相手に聞こえません。
市内電話は2ペソで3分間通話できますが、ブザーが鳴るとすぐに

電話が切れます。

ポイント


「＊」ボタン
「Talk」
ボタンを押さないと相手の声は聞こえますが、
こちらの声は相手には聞こえません。



市内電話の場合、市外局番は省略すること。



紙幣は使えず、
コインしか使えません。2ペソから使用できます。



テレホンカードは、
コンビニやショッピングモール内などで購入できます。



国際電話は、公衆電話からの場合、テレホンカード専用の電話機なら、
500ペソのカードで約13分間通話できます。



市内通話はカード式公衆電話の場合、携帯電話への通話も可能で3分2ペソで話すことができます。



「料金不足」の警告ブザー直後に電話は切れます。
コインを多めに用意しておきましょう。

■日本への発信方法

■主な市外局番

フィリピンから日本へ国際電話をかける場合は



イロイロ 「 0 3 3 」

国際電話識別番号（00）＋日本の国番号（81）＋



マニラ

「02」



セブ

「032」

市外局番（最初の0を取 る）＋相手の電話番号
となります。
携帯電話であっても
「90」「80」など最初の「0」は省きます。
フィリピンでの国際電話識別番号は「00」です。
日本の国番号は「81」になります。
「090-1234-5678」に掛ける場合
「00-81-90-1234-5678」となります。
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６

お金の管理

短期留学の場合、留学費用の2割から3割ほどを現地通貨の現金で用意し、残りはクレジットカード
を利用するのが一般的です。
また、大金を持っていて盗難に遭う可能性があるので、必要最低限度の現金を持ち歩くようにして
ください。
換金する額の目安は日本円にして、月に1～3万円程度あれば十分でしょう。
商店、タクシーなどでお釣りを用意できない事が多いので、小額紙幣を用意しておくと便利です。

■通貨
フィリピンの通貨単位は
「フィリピン・ペソ（P）」1/100の補 助単位を
「センタボ（¢）」と呼びます。
2018年現在、紙幣の種類は6種類。
20、50、100、200、500、1000ペソ
硬貨の種類は 5、10、25センタボ、
1、5 、10ペソの6種類があります。

■フィリピンペソへの両替
銀行や両替所で両替可能です（学校では両替出来ません）。
※両替時は、身分証明書（パスポートコピー、学校のIDなど)が必要になる場合もありますので
ご持参ください。
マニラ ニノイ・アキノ国際空港（NAIA）の銀行や両替所で日本円をフィリピンペソに両替できます。
但し、空港内でも各銀行・両替所によってレートが若干異なるので、何件かで為替レートを確認され
て、レートの良いところで両替されることをお勧めします。
イロイロの銀行やショッピングセンターで両替することも可能です。
入学時の現地オリエンテーションで、日用品の買い物の際に両替所にご案内しています。
最もレートが悪いのは日本国内での両替ですので、日本でペソへの両替はお控え下さい。

■お金の準備方法
1.現金
●日本から円の持ち出し・フィリピンへ円の持ち込み

日本からの円持ち出し限度はありませんが、100万円相当額を超える現金等 （ 旅行小切手、約束手形・有
価証券）を持ち出す場合は「支払手段の携帯輸出・輸入届出書」を提出する必要があります。
フィリピンへの円の持ち込み・持ち出しは無制限です。
●フィリピン・ペソの持ち出し、持ち込み

フィリピン・ペソの国外持ち出し (比国→日本)や国内持ち込み (日本→比 国)の制限は10,000ペソです。
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2.デビットカード
カードの裏面に「PLUS」「Cirrus」の記載があれば、現地のキャッシュディスペンサー（ATM）で
日本にある自分の銀行口座から現地の通貨が引き出せます。
現金を持ち歩く必要がなく、予め口座に入金しておけば必要なときに引き出せるので便利です。
注意：引出し毎に現地のATM手数料がかかります。（手数料：200ペソ）
3.クレジットカード
カードブランドがVISA、MASTERであれば、多くのお店で利用できます。
必要であればキャッシングも可能です。
また、海外保険が付帯される場合もあり有効活用出来ます。
※海外利用枠やキャッシング限度額などが設定されている可能性もありますので、ご契約のカード会
社様に一度確認してください。
4.キャッシュパスポート
予め希望の額をチャージしておき、海外のMasterCardが使えるATMで現地通貨で引き出せるカード。
採用レートはチャージした時点での為替レートで固定なので、その後の為替リスクも回避出来ます。
もちろんMasterが使えるお店ではクレジットカードのように支払いが可能です。
チャージした分までが上限利用額となるため、紛失した場合も口座に入金されている以上使われる心
配はありません。

■ATMの使い方

※ATMの機種によって、表示や順番が異なります。

1.Insert Your Card
→クレジットカードを挿入する
2.Enter Your PIN
→暗証番号を入力する
3.Select Type of Transaction
→WITHDRAWAL を選択
4.Select Account for Withdrawal
→CASH 又は CREDIT のボタンを押す
※CASH（キャッシュカード）CREDIT（クレジットカード）
※SAVING(デビットカード)

5.Enter Amount
→現地通貨の金額を入力
6.ENTER ボタンを押す
7.現金と明細書を受け取る

■用語解説
PIN ／ ID CODE ／ SECRET CODE ／ PERSONAL NUMBER
― 暗証番号
WITHDRAWAL／GET CASH － お引出し
BALANCE ― 残高照会
ENTER／OK／YES ― 確認
CANCEL ― 取消
CLEAR ― 訂正

TRANSACTION ― 取引
CREDIT ― クレジットカード
SAVING ― 普通預金
CHECKING ― 当座預金
RECEIPT ― レシート
AMOUNT ― 金額
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７

防犯について

■防犯について
MK EDUCATIONはWESTWOODSという高級クラスのヴィレッジ内にあり、
ヴィレッジ正門とキャンパス正門に 二重の検問所を設置しています。
また、校内にもスタッフとガードマンが24時間常駐し、市の中心から程近いにもかかわらず
静かで安全な環境にある学校です。
イロイロ市の治安レベルは日本と殆ど相違はありませんが、
生活習慣の違いに起因するトラブルが起こり得ます。常時警戒心を持って行動してください。

※ 特に現金、カード類、デジカメや携帯電話等の小さく高価値の物には注意してください。
※ 貴重品は、オフィスに預けることが可能です。
部屋に貴重品（特に現金）を放置することは、絶対にしないでください。
貴重品管理は部屋のセキュリティボックス（南京錠必要）または、スーツケースを施錠管理して
ご利用ください。

■心構え
イロイロは非常に治安が良く、人々もやさしくて過ごしやすい町ですが、生活習慣も環境も異な
る外国にいることは事実です。 以下の項目を必ず守らないといけない、というわけではないので
すが、心構えとして目を通してください。
海外での小さなミスは大きなトラブルに発展することもよくあります。
自己管理を徹底し、責任を持った行動を心掛けてください。


所持品から目を離さず、常に目の届くところに置きましょう。
飲食店、マッサージ店等でその場を離れる場合は、荷物を置いたままにしない。



トートバッグなど口の開いた鞄は出来るだけ使わないでください。



外出時は出来るだけ一人より複数人で行動しましょう。
グループ行動をされることをお勧めします。特に夜間は注意しましょう。



よく知らない場所や、細い路地、深夜の外出は出来るだけ避けてください。



ジプニー（乗り合いバス）を利用する場合、行き先を必ず確認してから乗りましょう。
行き先がわからない場合は無理せずタクシーを利用しましょう。



貴重品、高額の現金、貴金属、カード類はできるだけ持ち歩かないでください。
最低限必要な分のみ持って行動しましょう。貴重品はオフィスに。



外出時、カメラや携帯電話などは出来るだけストラップなどを付けるようにしましょう。



トラブルを避けるため、お金の貸し借りはしないでください。



知らない人から唐突に物を渡されようとした場合、受け取らないでください。



街中で知らない人に声をかけられてもついていかないでください。



麻薬等、ドラッグには絶対に手を出さないでください。
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８

学校紹介

■研修機関
MK EDUCATION Language Training Center
＜フィリピン・イロイロ市＞
MK EDUCATIONは
2002年に創立したフィリピンの英語研修施設の老舗。
イロイロにおいては押しも押されぬNO.1の地位を確立しており
フィリピン国内においても有数の規模と実績を誇る名門校です。
フィリピンの名門総合大学「フィリピン中央大学 (CPU)」の
提携ESLセンターとしてハイレベルで優れたプログラムおよび
幅広いサービスを提供し続けており、
優秀な修了生を日々送り出し続けています。
ウェストウッドというビレッジの中にあり、正門では警備員が
24時間ビレッジに入る人や車をチェックしています。
また、キャンパス正門でも警備員が厳重にチェックをしており、セキュリティは万全です。
イロイロ最大のショッピングセンター SM CITY まで車で5分という市の中心部のほど近くに位置し
ていますが、ビレッジ内は静かで英語の勉強に集中できる環境です。

■イロイロキャンパス詳細

開設

2002年

定員

300名

講 義室

130室（グループ講義室含む）

寄 宿舎

1人、2人、3人、4人部屋
（4人部屋はご家族・団体様専用）

講 師数

100名

付 帯 施設

カフェテリア （食堂）、売店、自習室、
カフェ、ラーメン店、ランドリー
ショップ、コンベンションホール、
ボールコート、バスケット（バレーボ
ール）、ジム、プール、体育館
月～木 : 20時

門限

金・土 : 26時
日 : 22時

住所

Westwood Subdivisin Lot 43,44,45
Block 44 Barangay Dungon-C
Mandurriao,Iloio City
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９8

施設紹介

カフェ付き自習室

自習室
コーヒーショップ「Cafe
Do」が中にありくつろい
で勉強できる自習室。

集中して勉強できる自習
室
生徒の皆さんの入学・修
了行事の際や、各種イベ
ントにも使用されます。

集中して勉強したい場合は
もう一つの自習室が利用で
きます。

ラーメンハウス

カフェテリア（学生食堂）
本格的日本のラーメンが
校内で食べられます！

土日祝を含む朝昼夕1日3
回の食事が、バイキング
形式で用意されます。

親子丼や牛玉丼、カレー
やおにぎりなど、
午後4時から午後11まで
提供されています。
勉強の合間に小腹が空い
ても、校内で満たせます。

肉と野菜が適度にバラン
ス良く摂れます。

オフィス

教室
費用の支払や各種申請は
こちらで行います。

マンツーマンクラスと
グループクラスの教室が
130室あります。

困ったことがあれば
スタッフが対応します。

ホワイトボードや映像も
使います。冷房完備。

バスケットボールコート

売店
飲み物・食べ物、一部の
日用品を取り扱っていま
す。

校舎の目の前にあり、
いつでも汗をかけます。
バレーボールも
出来ます。

テーブルと椅子を数多く
設置しており、購入した
ものをその場で食べるこ
とができます。

用具はオフィスにて貸出
可能です。

ウォーターサーバー

ランドリーショップ
各階、食堂、売店、
オフィスなど各所に設置
されています。

ドロップオフサービスと
セルフランドリーの２つ
のサービス選ぶことがで
きます。

冷水も温水も24時間
利用可能です。

営業時間は日曜日を除く
10:00～19:00
P.15参照
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１０

宿泊施設について
充実した設備と清潔な環境で
快適な生活を送ることができます。
エアコン・冷蔵庫・インターネット（Wi-Fi）完備。
掃 除 は 宿 舎 の ヘ ル パ ー が 週 に3回 行 い ま す 。 （ 希 望 制 ）
男性部屋 ：

月、水、金

女性部屋 ：

火、木、土

※シーツの交換は週に一度です。
(男性部屋：月曜日、女性部屋：火曜日)
写真は3人部屋、27㎡

インターネット回線

エアコン設備

各部屋にWi-Fiを完備。
ノートパソコンやスマートフォンなどで
インターネットの閲覧が可能です。

各部屋に送風・冷房機能を備えた
エアコンを完備。
段階式で空調レベルを調節できます。

クローゼット

貴重品保管

各部屋に個人別クローゼットを完備。
基本的にハンガーは用意されていません
が、前の方が残されていることもありま
す。

クローゼット内にセーフティボックス
が設置されています。
ご利用の際は南京錠をご用意ください。
また、貴重品はオフィスに預けること
もできます。

現地でも購入可能。

冷蔵庫

洗面所

各部屋に冷蔵庫を完備。飲み物などを
冷やしておくことができます。

綺麗で広い洗面スペース。
洗面台も広いので洗濯洗剤や化粧水類を
置くのにも便利です。

※冷凍庫はついていません。
※ルームメイトがいる場合は共有とな
る ので名前を書いて保管しましょう

シャワー

トイレ

各部屋に温水シャワー完備。
水圧・温度の調節が可能。

各部屋に水洗トイレ完備。
トイレットペーパーは各自用意しましょ
う。（現地で調達可）

※備え付けのドライヤーはございません。
ショッピングモールにて約300~600ペソ
で販売されています。

※トイレットペーパーは流せないの
で ゴミ箱に捨ててください。
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１１

学校周辺情報
8

16
ハロ教会

フィリピン
中央大学
（CPU）

12

15
14

13
Iloilopolice

Benigno Aquino Ave

WestwoodVillage
Gate

SM
CITY
2

3

6

5
4

MK EDUCATION

Club house

7

1

1 Club House
学校から徒歩５分程の距離にあ
る屋外プールと室内バスケット
コートを併設した施設です。
150ペソでプールの利用が可能
です。
※バスケットコートは別途予約
が必要で300ペソ

11

Smallville

8

Il o il o r i v er

イロイロ空港

イロイロ･ドクターズ病院

9

2 SM city

16

3 Bank of the Philippines Islands

学校から車で５分程の場所に位
置するパナイ島最大のショッピ
ングモール。
日本でおなじみのファストフー
ド店や映画館なども充実。
電化製品や携帯会社のSIMカー
ドも販売しており、大半の日用
品もここで安く手に入ります。
ペソへの両替もできます。

4 Post Oﬃce

街中の至る所で見受けられる
フィリピン大手の銀行。
Small VilleやATRIAにあるATM
で国際キャッシュカード、クレ
ジットによるキャッシングでペ
ソを引き出すことができます。

SMシティショッピングセンター
内にある郵便局。
年中無休で10時から21時まで利
用ができます。

5 Plazuela

6 Small Ville Complex
飲食店やクラブ、マッサージな
どの商業施設が立ち並ぶエリア。
夜になるとDJやバンド演奏など
で賑わいます。
MKの生徒やチューターの多くも
週末はSmall Villeに繰り出し、
楽しい時間を過ごしています。

SMシティサウスポイントに
位置する商業施設。
プラズエラ・デ・イロイロとプ
ラズエラ・ドスの２つが平並行
し立ち並び、多くの飲食店が出
店しています。
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オルティス港

10

7 Megaworld Iloilo Business Park

8 Festive Walk Mall Iloilo

オフィス街と共に多くの飲食店、
ホテル等が集まっているエリア
です。
イロイロで一番都会的な街並が
広がり、モール等、お洒落なお
店が多くあります。

2018年6月にオープンしたばか
りのショッピングモール。
飲食店の他、映画館、アパレル
ショップ等が集まり、今一番イ
ロイロで人気のスポットです。

10 Quali Med Hospital

9 Atria
ATRiAには、落ち着いた
カフェ・レストランの飲食店が
多く、家族や友人で訪れるのに
うってつけのエリアです。
また、敷地内にはスーパーマー
ケットも併設されており、ここ
で日本の食材を買うことができ
ます。

イロイロでは最新の総合病院で、
MK からは車で約15分。
設備は日本の病院と変わりませ
ん。

もしもの時はスタッフが病院ま
で同行しますのでご安心下さい。

11 モロ教会

14 Robinson Place Iloilo
イロイロには、ロビンソンが３
店舗出店しており、その中でも
1番大きいのがここロビンソン・
プレイスです。
店内には、フードコート、レス
トラン、美容院、マッサージな
どが充実しています。
また、DAISOが出店しています。

18世紀のゴシック様式・ルネッ
サンス様式のカトリック教会。
サンゴ礁と石灰岩を使用し建設
され趣きが感じられる建物です。
また、内部の装飾も美しいです。

13 Iloilo Police Station

14 Gaisano Capital
2018年5月にオープンしたばか
りのショッピングモール。
オープンしたばかりなので店内
は新しく、衣食住すべてここで
そろえることができます。

万が一の盗難・紛失などがあっ
た場合に保険適用に必要な盗難
被害届のレポートの対応を行い
ます。

15 City Time Square

16 ハロ教会

落ち着いた雰囲気で、お洒落な
レストランなどが揃っています。
お手頃な値段で焼肉を味わうこ
とができたり、本格的なコー
ヒーを楽しめます。
また、夜間はライトアップされ
多くの人が訪れるスポットです。

ハロ教会はイロイロで最も歴史
ある教会の一つに数えられます。
教会二階にある聖人の像は｢ロウ
ソクの聖母｣ と呼ばれていて毎
年2月2日にはその聖人を讃えて
お祭りが行われます。
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１２

スケジュール

■現地到着後の初日スケジュール例
9：00

■テスト前のスケジュール例
8：00

スピーキングテスト時

レベルテスト
•リスニング
•リーディング
•ライティング
•スピーキング

自分の呼び名（イングリッ
シュネーム）や、どの科目
を特に伸ばしていきたいか
などを聞かれます。
終わった人から昼食。

レベルテスト
•リスニング
•リーディング
•ライティング

昼食

12：00

毎月最終金曜日に
マンスリーテスト
があります。

13：00
スピーキングテスト
オリエンテーション

諸経費のお支払い

15：00

SM シティ イロイロ
ショッピングセンター

18：00

11：00

現地初期費用
（寮保証金・SSP申請費
用・ビザ申請費用・教科書
代等）をお支払いください。
ペソへの両替がまだの方は
翌日でも問題ありません。

1人10分程度

昼食

日用品・生活用品等の購入

夕食・自由時間を経て
就寝

13：00
翌日より
通常カリキュラム
スタート

自由時間

■留学中の１日のスケジュール例
PATTERN A

食事

洗濯

PATTERN B

7 :0 0
8 :0 0
9 :0 0
1 0 :0 0

1 3 :0 0

一時間目
二時間目

一時間目

三時間目

二時間目

四時間目

ド

ランドリーショップの営業は10:00～19:00
（日曜日除く）
・セルフランドリー：８㎏まで
洗濯 55ペソ、乾燥 55ペソ
・ドロップオフサービス：5㎏まで150ペソ
5㎏以上の場合、1㎏毎に30ペソ
受取可能時間は、預けた24時間後

四時間目



食事は土・日・祝日も含まれます。

五時間目



門限

リ
シ

六時間目

ョ
ッ
プ

七時間目

六時間目
七時間目

夕食
自由時間

自由時間

1 9 :0 0
2 0 :0 0
2 1 :0 0



ン

五時間目

1 7 :0 0
1 8 :0 0

土・日・祝日は休講となります。

ラ

ｰ

1 6 :0 0



三時間目
昼食

1 4 :0 0
1 5 :0 0

1クラス50分授業、各授業間に10分間の休憩が
入ります。

朝食

1 1 :0 0
1 2 :0 0



・月～木曜日：20時
・金・土・祝前日：26時
・日・祝日：22時

※7コマ／日 のコース（ESL②コース等）例です。
※講師のスケジュールの都合上、多少の変動がある
場合があります。
※金・土・日・祝前日・祝日の自習はありません。
例えば金曜が祝日の場合、
前日の木曜の自習はありません。

門限
自習

自習

2 2 :0 0
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※祝日はフィリピンの祝日に準じます。

１３
12

費用について

■現地納入費用

※現金支払いのみ

項目

金額

備考

寮保証金

5,000ペソ or 1万円

退寮時に返還されます

キーデポジット

150ペソ

退寮時に返還されます。

IDカード発行費用

150ペソ

外出時などに必要になります。

イロイロ空港送迎

2,000ペソ

SSP（就学許可）申請費用

6,000ペソ

※1

ACR-Iカード申請費用

3,300ペソ

60日間以上滞在する場合

CRTV申請費用

1,610ペソ

6カ月以上滞在する場合

※3

ECC申請費用

1,500ペソ

6カ月以上滞在する場合

※4

約 2,500ペソ

教材代

6巻

管理費

１週間

300ペソ

4 週間

約 1,200 ～ 2,500ペソ

4 週間

約 600ペソ

年齢別

14 歳未満

電気代
水道代

コース、レベル、期間によって変動。

使用料金／部屋人数
20ペソ／日
14 歳・15 歳

大人（16 歳以上）

3,340ペソ

31～59日間滞在

ビザ申請費用 ※5
（入国 30 日間無料）

※2

60～89日間滞在

6,700ペソ

7,700ペソ

7,950ペソ

90～119日間滞在

7,200ペソ

8,200ペソ

9,270ペソ

120～149日間滞在

9,840ペソ

10,840ペソ

12,210ペソ

150～179日間滞在

10,340ペソ

11,340ペソ

13,230ペソ

180日間以上
滞在

30日毎

+4,050ペソ

60日毎

+4,550ペソ

※各許可証は、申請時に費用が変更になっている場合もございます。あらかじめご了承ください。
※1
SSP とは Special Study Permit（特別留学許可証）の略です。期間を問わずフィリピンで語学留学をするのに必要な許可証です。
有効期限6ヶ月。
※2
ACR I-Cardとは、観光を目的としてフィリピンに長期滞在する方、または短期間でも留学や就業する外国人に対して取得が義務付けられている外国
人登録証（Alien Certiﬁcate of Registration Identity Card, ACRI-card）のことで、60日以上フィリピンに滞在する留学生は取得が必要になります。
有効期限は1年間ですが、フィリピン出入国の都度申請が必要となります。
※3
CRTVとはCertificate of Residence for temporary Visitors（一時滞在許可証）の略です。6ヶ月以上滞在する場合に必要な許可証です。
※4
ECCとはEmigration Clearance Certificate（出国許可証）の略です。6ヶ月以上滞在する場合、出国時に必要な許可証です。
※5
上記ビザ申請費用は留学申込時のコース期間を基準に起算しており、入学後に留学期間を延長する場合は上記の限りではなく、別途算出する必要があ
ります。詳しくは現地スタッフにお尋ね下さい。

■延長について
コース最終日（平日）の15日前までに延長期間を当方と現地スタッフにお知らせください。
時期によっては延長出来ない可能性もございますので、予めお決まりのようであればお早めにお知らせく
ださい。

お支払いは原則として、請求書発行後に日本の当社口座への振込となります。
※保険、航空券、ビザの延長可否も予めお確かめください。
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１４

連絡先

■現地での緊急連絡先
フィリピンの国番号は「63」になります。
日本で契約している携帯電話からの発信であれば、頭に「+63」を入力し、地域番号の「0」を外します。

学 校 電話番号

・フィリピンから ☎ 033-333-2534
・日本から ☎ 050-5212-4788

現 地 日本人スタッフ

・下村 彩華（シモムラ アヤカ）
携帯番号：0998-556-2892

LINE ID:mkayaka

■その他連絡先
在フィリピン日本大使館
所在地：2627 Roxas Blvd., Pasay City, Metro Manila, 1300, Philippines

電話番号

( 国コード - 地域コード )

邦人援護ホットライン

+ 63-(0)2-8551-5786
＜24 時間対応＞

領事班直通

+ 63-(0)2-8834-7508
＜8：30 ～ 17：15＞

緊急時の対応方法
緊急時は、状況を冷静に考えましょう。
その後、上記学校スタッフに連絡を入れ指示を仰ぎましょう。
飛行機の遅延で予定到着時刻より遅れる場合も
現地スタッフまで電話またはLINEにて、ご連絡ください。
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氏名

Name

パスポート番号

Passport Number

保険番号

Policy Number

連絡先

Telephone Number

