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０.はじめに
ようこそPhilinterへ！皆さんの留学生活を成功させるにあたり、まず重要なことは、フィリピンについての
情報を正確に把握し、日々安全に過ごすことです。
英語学習や学校生活で困ったことがあればお気軽にスタッフにお声がけください。御健闘をお祈りします！

１. フィリピンの概要
• 国名：

フィリピン共和国 (Republic of the Philippines)

• 政府形態：大統領制、任期6年
• 言語：

英語(公用語)、タガログ語

• 宗教：

カトリック（85％、国教）イスラム教(5％) その他(10％)

• 気候：

高温多湿な亜熱帯気候（年間

平均気温27度）で乾季（12～5月）と雨季（6月～11月）で区別
• 面積：

300,400㎢ (日本の79％に該当)

• 地域：

7107の島々から構成される多島海国家である。大きくルソン島、ビサヤ諸島、
ミンダナオ島で区分

• 飛行時間：東京からセブまで約4時間程度
• 時差：

日本より1時間遅い

• ビザ：

30日間無ビザで入国可能、現地で延長可能

• 電圧：

220ｖ

• 貨幣：

ペソ(Peso)、 1ペソ=約4円（為替変動）

２.学校へのアクセス
タクシーを利用する場合、タクシードライバーに「ラプラプシティホール,LAPULAPU CITY HALL」もし
くは「ガイサノマクタン、Gaisano Mactan」
と伝えてください。

※まずお伝えしたいこと。
①トイレットペーパーは流せません。備え付
けの容器に捨てて下さい。
②水道水は飲めません。ドミトリー各階に備
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え付けのウォーターサーバーを利用して下さい。
③ドミトリー及びスタディーホールにて、Wi-Fiをご利用頂けます。(パスワードなし)
④フィリピンの電圧は220ｖです。電化製品(でんかせいひん)の表示を確認してから使用して下さい。
〈 緊急連絡先 〉
マネージャー：藤村

〈 OFFICE 時間 〉
一成（げんげん）

08：00～12:00/ 13:00～17:00

緊急連絡先 (+63)906-572-8587

3.初日レベルテスト及びオリエンテーション日程（状況により日程が変わることがあります）
時間

項目

内容

スタディーホールにてレベルテスト（筆記道具を持参）
08:00-11:30

レベルテスト

パスポート、証明写真を提出
(写真がない方はショッピング&両替時に撮影可能)

11:50-12:30

昼食

学校食堂

両替&ショッピング

学生スタッフが同行し、両替、写真購入、生活用品購入

13:00-14:30
(Save More：学校から車で約5分程度の場所or GAISANO MALL)
14:30-15:00

現地支払い費用納付

15:00-17:00

オリエンテーション

校舎１Fオフィスのアカウント窓口に納付
学校案内・学校生活全般の説明
参加時オリエンテーション資料、筆記道具を持参

17:30-18:10

夕食

学校食堂

18:00-22:00

自由時間

自由時間

★翌朝 7時50分にSTUDY HALLでレベルテストの結果及び時間割表を受け取ってください。
＊食事時間について＊
平日

時間

土・日・祝

時間

朝食

7:20～8:00

朝食

7:20～8:00

昼食

11:50～12:30

昼食

11:50～12:30

夕食

17:30～18:10

夕食

17:30～18:10

4．証明写真について
1人6枚必要です。Student ID（学生証）を発行する為です。

※1週間滞在の生徒は日本より持参願います（持参されない場合はショッピング時に購入頂きます）
※2週間滞在の生徒はショッピング時に購入（持参頂いても結構です）

ⅰ.授業関係について
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５. 1日のスケジュール
time

subject

time

subject

7:20～8:00

朝食

13:00～13:45

6限

8:00～8:45

1限

13:50～14:35

7限

8:50～9:35

2限

14:40～15:25

8限

9:40～10:25

3限

15:30～16:15

9限

10:30～11:15

4限

16:20～17:00

10限

11:20～12:00

5限

17:30～18:10

夕食

11:50～12:30

昼食

・授業について

・General ESL
・Juniors ESL

8 コマ（マンツーマン4コマ、グループ4コマ）
7～8コマ

（マンツーマン4コマ、スモールグループクラス3コマ、ビッググループクラス1コマ/

1週
・Intensive ESL
・IPS

9 コマ（マンツーマン5コマ、グループ4コマ）

9 コマ（マンツーマン5コマ、グループ4コマ）

・EPS 10 コマ（マンツーマン7コマ、グループ3コマ）
・TOEIC FOUNDATION / PRO / PRO GUARANTEE
・IELTS FOUNDATION

8 コマ（マンツーマン4コマ、グループ4コマ）

8 コマ（マンツーマン4コマ、グループ4コマ）

・IELTS PRO / PRO GUARANTEE

10

コマ（マンツーマン4コマ、グループ6コマ））

・Business Basic / Advance / Premier

8 コマ（マンツーマン4コマ、グループ4コマ）

*その他の授業について
土曜日は10:00

– 12:00

の間、コースに関係なく無料でグループ授業を選択可能(申込不要、自由参加) ＠GC13

※English Day の次の日は、開講されませんので注意してください

6. 試験
▪ 1. TOEIC Mock test：毎月第1土曜日(8:30～12:00)

study hallにて行います。（休日等の関係により変更有り）

テストが近づいてきたら、学校のロビーで申請することができます。

▪ 2. パワーテスト：毎月第2金曜日(11:20～12:00) Word/Grammar/Listening
結果は、バディーティーチャーとチェックしてください。(１～3週間の生徒さんはオプション)

▪（ 3.) IELTS TOEICの選定テスト：毎週火曜日に実施（8：00-）IELTS ＠GC24/ TOEIC ＠GC25（模擬テスト）
IELTSとTOEICの生徒さんは毎週、実力テストがあります。こちらは必須になりますのでかならず受けてください。

▪ 4. プログレステスト：毎週の金曜日に実施(08:00-11:35)、基本的に4週間ごとに受験。受験しない学生はすべての
授業が削除され、修了証の発行が不可。 （試験詳細については、学校掲示板参照）
■プログレステストスケジュール
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週数

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

1 week

No test

-

-

-

-

-

2 weeks

No test

-

-

1～3週間のみの滞在の学生様について:
-

-

3 weeks

2nd week optional

-

1-2 -週間 – テストは受けず授業のみ.
-

-

4 weeks

3rd week

-

3

5 weeks

4th week

-

（3日前までに申請が必要）
-

6 weeks

4th week

-

-

7 weeks

4th week

-

8 weeks

4th week

9 weeks

-

週間
– もしも受けない場合は取り消し可能
-

-

-

-

-

-

-

-

-

7th week

-

-

-

-

4th week

8th week

-

-

-

-

10 weeks

4th week

8th week

-

-

-

-

11 weeks

4th week

8th week

-

-

-

-

12 weeks

4th week

8th week

11th week

-

-

-

13 weeks

4th week

8th week

12th week

-

-

-

14 weeks

4th week

8th week

12th week

-

-

-

15 weeks

4th week

8th week

12th week

-

-

-

16 weeks

4th week

8th week

12th week

15th week

-

-

17 weeks

4th week

8th week

12th week

16th week

-

-

18 weeks

4th week

8th week

12th week

16th week

-

-

19 weeks

4th week

8th week

12th week

16th week

-

-

20 weeks

4th week

8th week

12th week

16th week

19th week

-

21 weeks

4th week

8th week

12th week

16th week

20th week

-

22 weeks

4th week

8th week

12th week

16th week

20th week

-

23 weeks

4TH week

8th week

12th week

16th week

20th week

-

24 weeks

4th week

8th week

12th week

16th week

20th week

23rd week

7. 学校活動・行事
▪毎月最終金曜日午後 ENGLISH DAYを開催しています。（カラオケ大会や、スピーチコンテストなど）

▪ボランティア活動：土曜日、月1～2回:害虫駆除の日（参加者が8名以上の場合実施）
▪ズンバ（エクササイズダンス）: 毎週水曜日１７：００から

8. 教材購入
▪ 授業初日には各授業の講師と主に自己紹介を行います。時間割表にて指定された教材を講師と確認。教材購入時に貰う領収書は必
ず保管し、紛失しないようにしてください。
▪ テキストの購入：オフィスのアカウント窓口にて購入可能。
▪返品及び交換：購入後２日以内に領収書を持参し、使用前の場合のみ返品可能。（メモなどがある場合は返品不可）

・コピー：オフィスにて受付。 ３

ペソ/１枚

・プリントアウト（USB）：オフィスにて受付。 ５

ペソ/１枚

※教科書の印刷に関しては、原則、4週間未満の滞在予定の学生が対象です。4週間以上の学生には教科書を購入して頂く事になります。
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9. BuddyTeacherシステム（担任制）
▪ 生徒１名に対し、担任の先生がつきます。授業、評価、試験準備など多くの部分を相談可能。
▪ 授業変更時はまずBuddy Teacherに相談！適切なアドバイスを貰えます。

10. 外出規定
▪ 授業のある平日(17:00以前)は許可なく外出できません。
銀行や郵便局等へ外出が必要な場合はオフィスにて‘ GATE

PASS ’記入後マネージャーサインが必要

▪ 外出時必ずGateにて記録帳に必要事項を記入、ガードマンに学生IDと部屋の鍵を預ける
▪ 他の学生のIDを使ったり、記録帳の記入等はしてはいけない。(発見時警告及び退学処置)
- ID-CARDは2枚もらえるので、1枚は鍵と一緒に首にかけてください。もう1枚は、外出時に持っていってください。
★未成年者は保護者（成人）の同伴なく外出不可。保護者は子どもを他人に預けたり、一人にして外出しないこと。

11. 門限規定
▪ 門限時間：
日曜日～木曜日：22:00

(門限の1時間前、21:00を過ぎると外出できません)

金曜日、土曜日、祝日の前日：24:00 (門限の1時間前、23:00を過ぎると外出できません)
▪ ３次警告制度(Warning)：１次警告、２次警告(エージェント及び家族へ連絡), ３次退学(払戻しなし)
▪ 門限から1時間以内に帰ってきた場合は1警告、門限から1時間を過ぎて帰ってきた場合は2警告となります。
（例：門限が22:00の日

22:01-23:00:帰校←1警告、23:01-翌日:帰校←2警告）

12. 外泊申請及び規定
Step1 - 外泊申請書（グループで1枚）+ 安全同意書（1人1枚）をオフィスに金曜日または祝前日14時までに提出（土
日祝日不可）
Step2 - グループ内1名が QR コード LINE アカウントへ外泊先詳細を送信（ホテル等支払い完了がわかるもののみ有効）
Step3 - 承諾が降りたら外泊 OK（メッセージが来ない場合は外泊不可）
Step4 - ホテルの写真を1枚撮影、領収証を入手。
Step5 - 学校へ戻った後、LINE の”Philinter STAY-OUT”へ Step4で取得した写真と領収証を送信。

Philinter STAY-OUT
【注意事項】
▪外泊申請書を記入した場合でも、門限時間(22:00もしくは0:00) 以降から朝6:00の間に学校に入ると門限違反規定が
適用され、警告となります。また、無断で外泊した場合は2警告となります。
▪ 朝6:00前の外出は事情によっては特別外出証発行可。（ﾏﾈｰｼﾞｬｰへ相談し許可された場合、ｽﾍﾟｼｬﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｽを貰うこと）
▪ 帰国直前の外泊は禁止。帰国直前の外泊でトラブルが発生した場合、当校は出国手続き等のサポートを出来ません。

■平日の外泊申請について
平日の外泊は原則不可ですが、やむを得ず外泊を希望する学生は、週末の外泊申請手続きと同様の手続きを行ってくだ
さい。外泊申請は学校を自由に出たり入ったりすることを許可するものではないため、外泊申請した期間、時間は必ず
校外に滞在しなければなりません。平日の外泊申請に伴う振替授業の提供や留学期間延長などは行っておりません。
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内部寮について
13. ドミトリー（寮）
▪ 学校に到着後、部屋が割り当てられます。部屋は綺麗に保つようにして下さい。部屋の中でお菓子を食べる際には、
注意をして下さい。アリが発生します。
▪ 学生による室内器物の破損があった場合は、オフィスが設定した費用もしくは修理にかかった実費を支払う必要があ
ります。費用に関しては、学生のデポジットから引かれます。
▪チェックアウト時に壁への傷やスカッチテープやフック等、チェックイン時ドミトリーチェックシートに記載されて
いないものを発見した場合、チェックシートに記載されている金額の費用に応じてお支払いいただきます。
▪ 原則、部屋の変更は出来ません。特別な事情で部屋の変更をオフィスが許可した場合でも、部屋に空きが無い場合な
どはすぐに変更できないことがあります。
▪ 部屋のアップグレード（有料）を希望する場合はオフィスに申請してください。部屋の空き状況を確認し問題なければアップグレ
ード頂けます。部屋のダウングレードを希望する場合、返金はありません。
▪ セーフティーボックスをご使用される場合の鍵につきましては、学生ご自身でご用意をお願いします。鍵の番号を忘れてしまった
場合等でセーフティーボックスにダメージが加わる場合は、デポジットから差引となります。
▪電気の節約をお願いします。65ワット(KW)/（4週間）以上使用量に対しては1ワット当17ペソの電気料金が追加

発生（寮保証金で控除）この金額は、ルームメイトがいる場合、等分するのではなくその部屋を使用している全員が同
じ額を払って頂きます。（例：3人部屋で300ペソ分使用量オーバーの場合：1人300ペソの追加料金発生

14. ドミトリー修理・改善要望 (COMPLAINT LOGBOOK)
▪ 寮で何か不具合があった場合、寮入口にある COMPLAINT LOGBOOK に記載の上申請（必ず英語で記入）。申請後、

メンテナンススタッフが対応します（例、電球の交換、シャワーの出が悪い等）。対応が簡単なものは1営業日中に
対応、難しいものは3営業日ほどかかる場合があります。

A.ドミトリー修理リクエスト
修理改善要望を出す場合、必ずドミトリーロビーにある修理改善ノート（青いノート）に記入が必要です。
書き方は下記を参考にしてください。（青で書かれているところのみ記入します。）

Date

July 3, 2018

Room Number

100

Repaired by:

<The name of the staff
Student’s Name

Sasha

who will do the repai
r.>

Repair Request
Student’s Vacant time &
date

Cannot flush the toil

Student’s Signature:

et properly
1:00 pm – 2:30 pm ;

<After the repair is co

July 4, 2018

mpletely done.>

※修理が必要な場合、生徒さんが必ずにお部屋にいる時間帯にメンテナンススタッフが
修理を行いますので指定の時間を記入してください。指定の時間にお部屋に誰もいない場合は修理ができませんのでご
注意ください。2人、3人部屋の方はルームメイトと相談して必ず誰かが部屋にいる時間帯を記入してください。
1人部屋の方:10時間授業でお部屋にいることができない場合はマネージャーがサポート致しますのでご連絡ください。
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B. REGULAR MAINTENANCE CHECK
通常修理チェックの場合は、コーディネーターがみなさんの都合の良い時間帯を確認します。
C. 緊急修理対応
緊急で修理が必要な場合は、マネージャーとドミトリーコーディネーターが管理のもとメンテナンススタッフが修理を
行います。できるだけ、緊急の修理が起こらないようご配慮願います。
D. AZON 修理依頼
AZONに滞在している学生さんは、修理が必要な場合AZON1階にあるオフィスへ修理依頼をしてください。また修理が
必要な場合マネージャーへもお知らせください。

14. ルームクリーンサービス & CBS
▪ 学校スタッフの監視の下、毎日各階ごとに掃除を実施。
▪ 掲示板には各月の清掃スケジュールが張り出されます。
▪ 注意事項：盗難及び破損、紛失防止のため、貴重品は個人でしっかりと管理すること
▪ 2週に1度ベッドシーツの交換が可能です。希望する方はドミトリーロビーデにある CBS ノートにて申請して下さい。

15. 定期害虫駆除(Fogging Day)
▪ 月2回(土曜日、寮内掲示板カレンダーにて確認可)

▪ 時間：13:00~16:00（この時間は寮内に居ることが出来ません、ライブラリーは可）
▪ 場所：学校及び寮全体(事情によって変更する可能性あり)
・もし害虫駆除のための機械が壊れ、中止になった場合は、お知らせします。

16. 部屋移動について
・必要に応じて部屋移動をお願いする場合があります。ご理解、ご了承のほどよろしくお願い致します。

17.冷蔵庫の貸与
▪ 冷蔵庫の貸与は4週間以上から可能です。オフィスにて申込書に記入して費用を支払ってください。

▪ 費用： 1,000ペソ/４週間
▪一人部屋には備え付けで冷蔵庫があります（一人部屋の場合のみ、申請なしで使用可能）。

18. 喫煙
▪

指定した場所（売店前スモーキングエリア）でのみ喫煙可能。室内での喫煙は不可、発見時警告及び退学処置

19. 寮の退室手続き
▪ 寮の退室は土曜日の13:00までに行うこと。(新入生のために部屋掃除及び準備点検が必要のため)
飛行機の便が夕方または夜の場合、学校ガードに荷物を預けることが出来る。帰国１週間前にはフライトスケジュール
を必ずドミトリースタッフに伝えること。
・フィリンタースタッフは、学生の許可なしに部屋・鍵等のチェックをしに学生の部屋に入室することがあります。
・もし退室する学生がその週の土曜の13：00までに退室せずに、身の回り品を部屋に置いたままにした場合でも、フィ
リンタースタッフは、強制的にその学生の身の回り品を部屋から出し、新入生のための部屋の清掃・準備を行わせてい
ただきます。
(帰国１週間前に帰国対象名簿を学校掲示板に掲示します。必ず確認すること。)

8

20.＜退出の一連の流れ＞
１．Dormitory Check（滞在中、部屋に問題がなかったかチェックが必要となる）
①卒業する週に、ドミトリースタッフとRoom checkをする曜日、時間を相談して決める
②卒業週の金曜もしく

は土曜日にスタッフと一緒にRoom checkを行い、入寮時ドミトリースタッフに提出した

Dormitory Check Formを受け取る
③Dormitory Check FormとIDカードをオフィスに持ってくる
④デポジット(電気代を除いた保証金)とパスポートを受け取る。
＊卒業時のパスポート返却とデポジットに関して
金曜日もしくは土曜日のオフィス営業時間前に学校を出発する方：金曜日の14時-16時半までに、Dormitory Check Fo
rmとIDカードを持ってオフィスにてパスポート返却、デポジット受け取りを申し出て下さい。
土曜日午前9時以降に学校を出発する方：土曜日のオフィス営業時間内に、Dormitory Check FormとIDカードを持って
オフィスにてパスポート返却、デポジット受け取りを申し出て下さい。
(*金曜日が祝日の場合は木曜日の4時までに受け取る)

＊オフィスの営業時間は下記の通りで、日曜日と祝日は休業です。
月曜日~金曜日 午前8時~午後5時（ただし、デポジット受け取りは14時-16時半）
土曜日

午前8時~午後12時

２．電気代チェック：上記チェックフォームを持参の上オフィスに来た際、マネージャーに電気代の記入をしてもらう。
３.

寮の鍵と学校ID返却：IDは、パスポート・デポジットを受け取る際に、２枚ともオフィスに返却すること。鍵は、

退寮時にドミトリースタッフに必ず返却すること。

＊＊＊空港使用税について＊＊＊
2019年９月頃より前に購入した航空券を使用して帰国する際、空港にてチェックインを済ませた後国際
線航空使用税（850ペソ）の支払いが必須となります。空港使用税はVISAカードまたはペソのでお支払いと
なります。
詳しくは航空会社へご確認ください。確認できずご不安な場合は下記代金を帰国時に用意しておいてくだ
さい。
国際線航空使用税 ８５０ペソ

+

タクシー代 ８０～１００ぺソ
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校内の各種施設利用について
21. ランドリーサービス
▪ 申請方法：事前に洗濯物の数を確認し、洗濯物申請書(Laundry Application Form)を記入。右と左に全く同じ内容を

記入

すること。売店右横にある受付窓口に洗濯物と、Laundry Application Formの片側を預ける。受け取り時に、も

う片

側のLaundry Application Formを洗濯物と交換する。

▪ 運営時間：9:00-17:00

(11：50-14：00は休憩時間)

男子：火金 女子：月木（ただし受け取りはいつでも可）
▪ 注意事項：高価な衣類や大切な洋服などは個人で洗濯することをお勧めします。
(万が一ランドリーに預け、損傷があった場合Philinterでは一切責任を負いません
ので予めご了承ください。)
・滞在日数が残り一週間の方は、卒業の直前に出すのは控えてください。

22. 売店
▪ 運営時間： 平日8:00-22：00 土曜日8:00-20:00(13：00-15：00は休憩時間) 日曜祝日休業
▪ メニュー：韓国ラーメン、トッポギ、シェイク、ドリンク、アイスクリームなど販売
ラストオーダー/ フードメニュー21:00(土19:00)

ドリンクメニュー21:30(土19:30)

23. プール利用（運営状況によりプール運営時間が変更になる可能性がある。 例：プール大掃除、水薬品処理など)
▪ 利用可能時間:

月～金

18:30-21:00

土曜日

13:00-21:00 /日曜・祝日 8:00-21:00

▪ プールを利用する前に必ずシャワーを浴び、水着の着用必須 ・水着以外着用禁止（T-シャツ、ビーチウェア等）
▪

親子同伴の学生（ジュニア）の場合、親の保護の下でプール利用可能

24. 電話利用（日本への電話、もしくはフィリピン国内への電話）
- 当校内に生徒が利用できる電話はありません。（国内･国外ともに）
- ローミングされている日本の携帯電話を使いフィリピンから日本へ電話を掛ける場合は、国番号（81）を押して地域
番号から電話番号を入れて掛ける。日本からフィリピンに掛ける場合は（63）を押してから掛ける。
- フィリピンの携帯番号で日本にかける場合は00もしくは＋を押してから国番号、地域番号、電話番号を入れて掛ける。
- 各自でSkypeやLINE、Internet電話等を利用して連絡手段を確保してください。
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学校規則について
25.強制退学及び警告
▪ 強制退学：発見した場合１度で退学処置とする（払い戻しなし）
- アルコール（1.ゲートのガードマンが発見したとき

2.室内で発見したとき

3.清掃員が見つけたとき）

- 門限時間以降の外出(月－木曜日22：00以降、 金・土曜日及び祝日の前日0：00)
- 室内喫煙(ハウスキーパーが検査)
- カジノへの出入り

- 売春及び精力向上薬品の利用

- 異性間のルーム出入。入室した生徒だけでなく入室を許可した生徒も退学。（同性間のルーム出入りも禁止）
- 講師と学生間異性交際（学生は退学・講師は退社処分）
- 学生が講師に仕事を依頼・斡旋した場合

- インターネット上での誹謗中傷

- 学校の名誉棄損及び財産上の損害を与えた場合 (学校は被害額に対する損害賠償賠請求が可能)

▪ 警告：３回発見した場合退学処置

(学校規定と関連した事項を違反した場合)

- 男性がドミトリーの3階に上がった場合。階段の途中でガードマンに発見されても警告となります。（3階は女性
専用階のため。 状況によっては、警告ではなく退学処置となる場合もありますので注意して下さい。）
-

食事を食堂外へ持ち出すこと、および持ち出した食事を講師や校舎内、寮にいる学生に渡す行為

-

許可なく部外者を連れ込む(家族等が学校を訪問する場合、事前にマネージャーと相談し許可が必要。許可が
下りた場合は、1時間のみ校内に滞在できます。ただし、ドミトリーの中には入れません)

- 21時以降にプールへ入水、または飛び込んだ場合／22:00以降に大声で騒ぐ
- 門限違反(門限を過ぎて帰宅した場合)
- 寮の鍵を紛失（ドアノブ交換の為 1,000ペソがデポジットから引かれます）または無断複写
- 未成年者飲酒及びルール違反し、1次警告でも保護者を含むエージェントに連絡
- 4週間に無断（Officeへの申請無し）で 10 回以上の欠席
- ５時以降に鍵を部屋の中に閉じ込めてしまい３回マスターキーを使ってしまった場合
- 家族研修の場合、親御さんが退学の場合はその家族も全員退学
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その他の事項
26. 現地で支払う費用（内部寮滞在者用）
現地費用（LOCAL PAYMENT）
項目

費用

内容

SSP 発給費

6,800ペソ

Special Study Permit, フィリピン語学研修許可証, 必修発給。

寮保証金(※1)

留学期間により異なる

電気代及び寮施設物に異常がない場合電気代を引いた金額を払い戻しする。

1,800ペソ / 4週

65ワット(KW)以上使用量に対しては1ワット当17ペソの電気料金が追加発生

電気代
寮保証金で控除
I-CARD

3,500ペソ

59日（8週間）超過滞在する場合必修発給, 2011年2月フィリピン全地域で施行

ID CARD

250ペソ

2枚発給(1枚は学校外にて証明書として使用可), 1枚は 必ず学校内で着用する

水道代

200ペソ /週

一括払い（留学期間によって異なる）

ビザ延長費（※2）

研修期間により異なる

観光ビザで毎月延長する

（※1）寮保証金（DEPOSIT）
保証金

4週

8週

12週

16週

20週

24週

内部寮

4,000ペソ

5,000ペソ

7,000ペソ

9,000ペソ

11,000ペソ

12,000ペソ

外部寮

6,000ペソ

8,000ペソ

14,000ペソ

17,500ペソ

21,500ペソ

26,000ペソ

（※2）ビザ延長費用（VISA EXTENSION）
回

期間

費用

合計

-

1週 – 30日

なし (30日無ビザ滞在可能)

-

1次

31日 – 8週

4,140ペソ

4,140ペソ

2次

9週 – 12週

5,420ペソ

9,560ペソ

3次

13週 – 16週

2,940ペソ

12,500ペソ

4次

17週 – 20週

3,450ペソ

15,950ペソ

5次

21週 – 24週

3,950ペソ

19,900ペソ

※ すべての現地費用納付はオフィスのアカウント窓口にて行うこと。現地通貨 ‘ペソ (PESO)’のみで納付が可能。
※ フィリピン入国後30日目に出国する場合、飛行機の時間が翌日の日付になっていないか確認すること。
また、滞在期間は、Philinterでの研修期間と必ずしも同じではないため滞在期間をしっかり計算し、ビザの申請が必要
か必ずオフィスで確かめること。
※Philinter在校期間のみ学校へビザ延長申請可能。（Philinterを卒業してビザ延長をする場合は個人で申請を行う）
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27. WI-FIおよび共用PCの利用について
・ 寮内はWiFiの利用が可能

・個人のパソコンがない場合STUDY HALL共用PCを利用可能

28. 国際郵便サービス（EMSなど）利用時の備考
・住所記入例：Brgy. Mustang, M.L. National Highway, Pusok, Lapu-Lapu City, Cebu Philippines, 6015
ROOM NO.あなたの部屋番号, あなたの名前 ,あなたの電話番号,
PHILINTER CENTER FOR ENGLISH LANGUAGE, INC.
・学校近くに郵便局があり、EMS小包を受領する際は直接郵便局へ行く(パスポートのコピー必須)
・1ボックスあたり100ペソの受取費用が必要、発送時のインボイス番号を確認して位置追跡をするのが便利
・フィリピンの郵便局では、届いた小包を勝手に開けられることがあります。電子製品、化粧品、など高価なものは特
に関税をかけられることが多いです。

29.病院同行
緊急時の場合は学校スタッフが病院まで同行します。（症状が軽い場合はマネージャーに事前連絡の上、学生自身で病
院に行ってもかまいません。）。病院まで同行する際のタクシー代に関しては病院に着き次第その場でご自身でお支払
いいただく必要があります（もしくは、スタッフがその場は立て替えて、病院から戻り次第そのスタッフにお支払いく
ださい）。長期入院等で学校スタッフを派遣する場合のタクシー代は後日まとめて一括でそのスタッフにお支払いくだ
さい。

30. 免責事項
1, 自然災害、天災、戦争、航空機の欠航等、予測できない事態によりサービスを提供できない場合
2, 学校内外を問わず、事故、死亡、財産上の損失、病気、損害等が発生した場合。
3, 代理店の誤案内によりサービスが提供できない場合
上記の理由に基づく参加者の不利益に対し、当校は一切の責任を負いません。

31. 権限
▪学校はやむをえない事由により、各価額、入学日、プログラムを変更する権限を持つ。
例：増税、為替変動

など

▪学校は学校規則を破るまたは学校運営へ支障をきたす学生へ対し、注意・警告・退学させる権限を持つ。
また、学校に対し被害がある場合は損害買収請求をする権限を持つ。
▪学校は学生に起きた事柄を留学代理店またはご家族へ連絡する権限を持つ。
▪学校は在学中の学生が代理店からの割引情報を他者に公開した場合、返金なく退学させる権利を持つ。
▪学校は講師へ仕事の依頼や斡旋を行った生徒に対し、払い戻しなく退学させる権限を持つ。
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32．申込規定
・登録金(入学金)は、入学申込契約後の返金不可。
・海外保険未加入者は当校での留学不可
・IELTS、TOEIC、BUSINESSコースに登録した学生は、入学日に実施されるレベルテストにて学校の定める入学基準に至らなかった
場合、コースダウングレードとなる。
・保護者または同伴者の授業を、他者へ譲渡することはできない。
・授業への出席率が90％に満たない場合、コース修了書の発行不可。

33. コース修了証
・学校より発行される証明書の種類と条件は、以下の規定に従う。
A) 卒業証書 －全ての過程を修了し、90%以上の出席率がある。
B) 参加証明書 －コース修了に必要な過程を修了できなかったが、出席率が90％以上ある。
C) 証明書なし －出席率が90％以下

34. コース延長
・コース延長は当初の卒業予定日の4週間前までを受付期限とする。延長費用は、延長授業開始日の2週間前までに支払うこと。
・IELTS、TOEICの点数保証コースを受講し公式テストを受けるも目標スコアに至らなかった場合、以降も延長して滞在可能。
その場合、学費は学校負担となり、その他費用は学生負担となる。

35. コース変更
希望するコースの受け入れ状況を確認し、受け入れ可能である場合にのみ変更が可能。
コース変更に伴い発生する返金または追加料金の請求は、全てエージュエントを通して行われる。また、受付期限は変更後コース開始
週より2週間前までを厳守願います。

1. コース変更後、そのコースを最後まで修了できなかった場合、残りの期間に対する返金は不可。
2. 一度コースを変更すると、変更前のコースに戻ることは不可。
3. 学生は、コースコーディネーターの同意なしに授業を希望通りにカスタマイズすることは不可。コースコーディネータ
ーが学生の目標達成のために最良の授業を組み合わせを保証し、コース修了に必要な項目を網羅する。
4. 学生は、希望すれば授業の数を減らすことができるが、返金は不可。ただし、授業の数を増やす場合、追加料金を支払わな
ければならない。
A) マンツーマンクラスをグループクラスに変更することは可能だが、返金はなし。
B) グループクラスをマンツーマンクラスに変更することは不可。
C) 各コースで定められた数以上のマンツーマンクラスを希望する場合は、追加料金を支払わなければならない。
5. 複数回コース変更をする場合、変更手数料が発生する。コースを修了せず新しいコースへの変更を希望する学生は、2
回目のコース変更時以降手数料が請求される。
変更1回目：無料

変更2回目：800ペソ

変更3回目：1,200ペソ

変更4回目：2,400ペソ

6. コースダウングレード時、差額は返金されません。
7. コースアップグレード時、差額をご請求致します。
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36. 授業/講師変更
・はじめに決められたタイムスケジュールから、ご自身で授業及び先生の変更を行って頂けます。

＜申請方法＞
① STUDY ＨＡＬＬの公用 PC またはオフィスで、変更したい授業や先生を調べる
② Ｌｏｂｂｙにある‘student class form’を記入し、buddy teacher のサインをもらいオフィスに提出
※原則、授業及び講師変更の申請が出来るのは毎週

火曜日と金 曜日のみ。 16:30 までにオフィス窓口に提出する。

※１週間に2回変更可能、変更しようとする授業はすべて１回で申請してください。
※クラスの種類変更はできません。（例：SGC→1on1、BGC→SGB） ※ SGC=Small Group Class、

BGC=Big Group Class

▪ 事前許可なしに無断で他人のグループ授業に参加できません。（発見された場合注意及び警告）
▪最初の1週間は英語に慣れる週です！難しいと感じても頑張って挑戦してみてください！！どうしても無理だなと感じたら是非相談
してください！力になります＾＾

37. 出席規定
学生は、授業を欠席できる回数が制限され、学校が定める出席規定に従わなければならない。出席規定はいかなる場合も厳
守される。

【基本出席規定】
1. 正当な理由なく、1週間に2回以上同じ授業を無断欠席した場合、その授業は1週間分削除される。同様に、正当な理
由なく、4週間に10回以上無断欠席をした場合、4週間分の授業が削除され、第1次警告が与えられる。ただし、以下の
いずれかに該当する場合、正当な理由と考慮される。
・医師の判断を伴う健康上の問題

・入国管理、移民局の理由

・その他マネージャーが承認した理由

2. 出席率が90％に満たない学生は、コース修了書が発行されないだけでなく、全てのマンツーマンクラスが削除される。

【点数保証コースの出席規定】
1. 夜間担当マネージャーが、該当学生の義務自習の出席を確認する。
2. 義務自習時間の自習は必ず自習室で行わなければいけない。
3. 出席率が96％に満たない場合、点数保証コースの受講を継続することはできず、点数保証コース対象者から除外される。

38. 欠席
▪ 体調不良、または家族の訪問などで授業を欠席する場合、マネージャーに必ず連絡すること。
マネージャーから欠席申請書(Confirmation of absence)を貰い、必要事項を記入後マネージャーに必ず提出すること。
▪ １週間に無断で 2 回以上欠席した場合、ペナルティーとして授業４週間分が削られる。
▪ 4週間に無断で 10 回以上欠席した場合、警告が与えられる。(警告に関しては「強制退学及び警告」の項も併せて参照の事)

当日の17：00までにオフィスに提出すること。

・欠席届けは、

▪ 授業開始 10分が経過した場合授業が自動に削除され欠席扱いとなる。グループの場合１０分を過ぎると参加不可。
▪ 出席率90%未満の場合修了証の発給が不可。

▪ 欠席は週1回可能。2回目以降は特別な場合等を除いて許可されない可能性があるので注意。
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39．安全事項
1

旅行に行くときは必ずあらかじめ予約してください。特に連休などのアイランドホッピングなどは混みあっていることが多いです。

2 他の島などに行く際も同じです。リゾート地や宿泊先の空き状況の確認をお願い致します。
3 ツアーに申し込むとき正規の企業かどうか、架空会社なのか、存在しているのかを確認してから契約してください。
4 ツアーの際には必要事項を守り安全を心がけてください。
5 旅行するときは災害や事件に巻き込まれた時のために、フィリンターの緊急連絡先番号を必ず控えましょう。
6 病院にかかる際や入院する際は海外保険をお持ちください
7 風邪や熱などの軽い症状の病気に備えて薬を用意してください。
8 外泊する際には外泊許可書と同意書を外泊する前にオフィスに提出してください。
9

フィリピンでは買春は法律上禁止されています。高級ショッピングモール（アヤラモール）の中などで娼婦またはセクシャルマッ

サージ嬢が特に年配日本人男性を狙って近づいてきます。逮捕または強盗、スリ、殺人、強姦虚偽などトラブルに巻き込まれるので絶
対について行かないで下さい。
10 フィリピンでは両替準備金を用意していない場所が多いです。小さなレストラン、コンビニや、タクシー、ジプニーなどです。あ
らかじめ1000ペソ、500ペソなどの大きなお金はスーパーやショッピングモールでくずしましょう。
11

ATMの周りなどで両替してくれと突然話しかけられたりする時がありますが偽札などに交換されるので、知らない人（フィリピ

ン人だけではなくすべての人種、日本人も含む）を信じないで下さい。
12 乞食やストリートチルドレンにお金をあげないで下さい。
13 旅行する前にはあらかじめ旅客機の搭乗時刻や到着時刻、旅行先への方法を調べてください。
14 貴重品はご自身で管理し、荷物は自分自身の前にかけてください。
15 強盗に襲われても争わずに従い、貴重品を渡してすぐに逃げてください。
16 一人で夜中に歩かないようにして下さい。特にセブ島は危険です。できれば、複数で行動しましょう。
17 イヤホンをしながら、また、携帯を見ながら歩かないで下さい。
18 アクセサリーを身につけて外に出ないで下さい。
19 公共の場所で置き忘れに注意してください。
20 真夜中にATMのご使用はお止めください。警備員はいませんし私たちを守る義務もありません。
21 お酒はほどほどに。酔うと危険ですし、健康にも害があります。
22 見知らぬ人（※フィリピン人だけではなくアメリカ人など、全ての国籍を含む）と一緒にお酒を飲むとグラスに睡眠薬などを
入れられて強姦や窃盗の被害にあう可能性があるのでやめてください。
23 タクシドライバーと喧嘩しないで下さい。危険です。
24 法律により１８歳以下のフィリピン人とお付き合いまたは性的行為は禁止されています。
逮捕され刑務所に連行されるので１８歳以下の人には近づかない、話さないで下さい。虚偽の申告や、警察官とグルの場合もあります。
25 法律により浮気は禁止されています。不貞は訴えたら刑務所に連行されます。高額な保釈金を払わないと出れません。結婚してい
るフィリピン人は気をつけてください。
26 絶対に動物に触らないで下さい。狂犬病などの危険な病気を持っている可能性があります。
27 セブ島でジプニーに乗らないで下さい。
28 携帯電話やパスポートなどは持ち歩かないようお願い致します。
29 お金を貸さないで下さい。二度と戻ってきません。
30 マンゴースクエアおよび、クラブへの立ち入りは禁止です。
31 外食の際、屋台の食べ物、生の海産物は控えてください。（日本と鮮度が違うためお腹をくだします。）
32 携帯を第三者に渡さない
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33 タクシーを降りる際や、レストラン等を出る際に必ず携帯、財布の確認。
34 学校外でトイレを利用する際は、必ず鍵が閉まるかどうかを確認して、トイレの清掃員にも十分注意してください。
35 執拗にメッセージやメールが送られたり、トラブルの原因となりますので、お店の従業員との個人的やり取りは控えてください。
36 学校外での喫煙は、かならず喫煙所のみで行ってください
警察に見つかった場合→1回目：2500ペソ罰金、2回目：6000ペソ罰金、3回目：6ヶ月間刑務所

37

ピストル/ナイフ/武器などの危険なものは持ち込み禁止(学校正門で手荷物を検査)

38

乱暴、窃盗、器物破損などの暴力行為禁止

39

正規時間外、無断で学校建物への出入禁止

40

飲食アレルギー、自分の疾病、身体的障害などについて問題がある場合必ず学校への申し出が必要。

41

校舎内、寮内で発熱用品使用禁止（ライターなど）

42

学校内外の犬、猫は清潔ではないため近寄らないこと（アレルギー、病気の恐れあり）、餌あげ禁止。

43

授業及び文化のエチケット
- 授業に参加する際は適切な服装を着用

- ボールを使った遊びは禁止

- 学生IDカードは学校内及び授業を受ける際に必ず着用
- 授業中に携帯使用禁止。

- 担当講師を呼ぶ時は名前の前に‘Teacher’をつけて呼ぶこと。

- 他国の文化及び生活方式を尊重し、宗教、政治、歴史などの会話は慎む。
- 許可なしに相手のものには触れないこと。
44

食事時間遵守及び食器類の持ち出し禁止（500ペソの罰金あり）

45

学生が買い物から帰宅した場合、アルコールの持ち込みをしていないかどうか、買った商品や飲み物を警備員がチ

ェックします。
46

デリバリーサービスを利用しないでください。
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ARCHITECHURAL CONTROL

■交通、食事、ランドリーサービス
送迎サービスについて
朝

午後

分類

•
•

AZON 出発

学校到着

学校出発

AZON 到着

基本サービス

7:10

7:20

18:10

18:20

追加サービス

7:20

7:30

18:30

18:40

1 日に 2 回送迎サービスを実施します。繁忙期は便数を増やすことがあります。
各時間帯に人が多すぎて車に乗れない場合は、追加サービスの時間に乗車してください。
土日祝日は送迎サービスを実施しておりません。
食事について
・1 日 3 食、学校にてご提供致します。
（朝食：7:20 – 8:00 昼食：12:00 – 13:00 夕食：17:30 – 18:10）
ランドリーサービス
・オプション 1；学校のランドリーサービスは週に 2 回です。
・オプション 2；寮の洗濯機を使用するか、外のランドリーを使用してください。

■公共料金について
それぞれの部屋で、電子供給のメーターを分けています。
電気料金は、学生のデポジットによって補われています。
もし、電気料金が学生のデポジット以上の金額に達してしまった場合、学生は追加料金を支払わな
ければいけません。（特にエアコンのつけっぱなしに注意してください！）
それぞれの部屋で、水供給のメーターを分けています。
水道料金は、学生の水道代から補われます。
水道料金について、学生が納めた水道代以上の金額に達してしまった場合、学生は追加料金を支払
わなければいけません。
全てのお金の支払いは、フィリンターオフィスで行われます。

■ルームクリーニングサービスついて
学校スタッフへ依頼する方法と、AZON スタッフへ依頼する方法の 2 つがございま
す。
学校スタッフ
なし
掃き掃除、ごみ捨て
（無料）

AZON スタッフ
ベットシーツ交換
175peso / 1 回
清掃
全体清掃(ベッドシート交
換含)
300peso / 1 回
申し込み場所
学校(キッチン掲示板 AZON オフィスにて、AZON
に記入申請)
スタッフへ申請
依頼可能回数
最大 2 回/1 週
無制限
※AZON 管理施設につき、上記価格は予告なく変動する事がございます。
★寮を出るときは、貴重品は肌身離さず身につけているか、安全に保管（金庫等などに）しているか
確かめてください

ハウスキーパーにチップ等のお金を渡すことは禁止されています。
清掃依頼は全て一週間前に申請を終わらせてください。スタッフがリクエストの時間に部屋を掃除
します。
クリーニングが実施される日は月曜日から金曜日です。※土日、祝日は行いません※
クリーニングサービスでは皿洗い、冷蔵庫の中、洗濯物のアレンジ、個人的なご依頼は承っており
ません。

館内設備
▪

時間警備

▪

共用エリアの監視カメラ

▪

火災検地および警報システム

▪

エレベーター

▪

発電システム/自動切換えスイッチ

▪

水道

▪

サービス/インターコム（内線 100 ロビー警備員 ）

■ゴミ箱の使用について
・各階ごとにゴミの回収エリアが定められています。（エレベーター裏側）
集められたゴミは、毎日 8：00AM～4：00PM の定められた時間帯に回収されます。捨てる時間に指定はあり
ません。
・ゴミの正しい分別を心がけてください。
・ゴミを捨てる際は、プラスチック袋を使用し、ゴミが漏れないように上の部分を縛っておいてくださ
い。
・ゴミは、寮の職員によってゴミ回収エリアからゴミが集められ捨てられます。
・部屋の外やゴミ部屋の回収フロアにゴミを放置してはいけません。
・クリーニングサービスの際に部屋のごみを撤去いたします。

■ポケットワイファイの貸し出しについて
・デポジット

1,000 ペソ

（返却時に故障等がなければ全額返金）

・レンタル料金 100 ペソ／週
（紛失してしまった際には再購入の手数料として 4,000 ペソをご負担いただきます。）
*注意：そこまで強い WIFI ではありませんので、日本のような環境でネットを使えないことをあらかじめ
ご了承ください。
レンタルをご希望の方はオフィスにて申請ください。（オフィス営業時間 8：00～17：00）

■メンテナンス
・寮の職員は、コンドミニアムの共通エリアでの清潔さを維持するためにルールを定めています。
・メンテナンスの職員は、建物内での修理やメンテナンスのために行っています。
・学生は、コンドミニアムの職員にその他のサービスを求めることは禁止されています。
・チップを渡すことは、固く禁じられています。
・設備故障時は AZON スタッフへ修理をご依頼下さい。
・緊急でメンテナンスが必要な場合、予告なしに AZON スタッフがお部屋へ入る場合もございます。

■罰金について
違反行為が行われた場合、下記の通り対応させて頂きます。
1 回目 警告のみです。
2 回目

2000 ペソの罰金

3 回目 不動産会社、Condo 会社が違反者の罰金に法的な措置を取るための権限をとります。

違反行為：
・AZON 滞在者以外を入室させる、宿泊させる
・異性間での部屋の出入り
・故意に設備を破壊すること
・部屋内、ロビー、エレベーター、階段、での喫煙
・のり等の粘着物を壁に塗布しないでください。

尚、鍵の紛失は罰金 1000 ペソを請求致します。

■スイミングプールの利用
・プールを利用する学生は、プールの使用ルールを守らなければならない。
・プールは、8：00AM～10：00PM で使用できます。（プール処理は 10：00PM に行われます。）
・外部の方がプールを利用する際は、Admin オフィスで登録を行います。
・プールを利用される場合は、勤務中のガードマンがいない時は、気をつけてください。
・12 歳以下のお子様は、保護者同伴の上でご利用ください。
・食事、喫煙、走りまわったりするような行為は、プール内では許されていません。
・プールを占有する場合は、Admin オフィスと交渉し許可を求めてください。
・AZON 滞在者が招く事ができる外部利用者人数には制限がございます。人数超過時は超過料金が発生しま
す。また、そのルールは部屋タイプが”入室タイプ”か”スタジオ”かにより異なります。

入室タイプ：寮の所有者または緊急で訪れた家族の方の場合、無料です。
1 人に付き超過料金 50peso が発生します。
スタジオ

：2 名まで無料です。3 名からは、1 人あたり超過料金 50peso が発生します。

■セキュリティー対策
セキュリティーガードマンは、1 週間 24 時間体制で指定されたエリアで勤務します。
建物の敷地内に入る全ての車は検査対象となります。
全ての訪問者はロビーガードの前を通らなければいけません。
訪問者及び滞在者はロビーのガードエリアで受付する必要があります。
（ドライバーやヘルパーでさえ Admin オフィスで登録する必要があります）
寮の賃貸者が、寮の設備から物品を搾取することは、Admin オフィスで報告される必要がありま
す。賃貸者は寮に入る際にゲートパスを準備する必要があります。

■注意事項
外部寮には、許可された学生のみが滞在可能です。部外者を宿泊させてはいけません。
内部寮滞在中の学生または来客者が外部寮滞在中の学生の部屋に宿泊することはできません。
服やタオル等は、サービスエリアやランドリーエリア近くの柵に掛けることができます。
この寮の玄関の外には床マット、靴やスリッパを置かないでください。
サービスエリアやランドリーエリア外でのタバコのポイ捨てはやめてください。
不動産の許可を受けた修理スタッフやメンテナンススタッフが、この寮での修理、メンテナンス等
を行います。
メンテナンスのリクエストは、外部寮オフィス（1F）申請可能です。
ペットはこの寮の中、施設に入れてはいけません。
濡れた状態でエレベーターを使用しないでください。壊れます。
キッチン用具等は提供されません。
のり等の粘着物を壁に塗布しないでください。
騒音により AZON 滞在者へ迷惑をかけないでください。
AZON に住む学生のチェックアウトは、13：00PM と決まっており、滞在する週の最後の土曜日にな
ります。（次に入居する学生の部屋の準備をしなければいけない為。）
2 人部屋に滞在する学生は、ルームメイトがいなくてもベッドは 1 台しか使用しないでください。
もう 1 台のベッドが使用されている場合、別途セットアップ料金を請求します。
チェックアウト後に部屋に滞在することはできません。マネージャーがその状況を発見した際はた
だちに、チェックアウトした学生と入室を許可した学生の両方に罰金を課します。
学生が 13：00PM にチェックアウト手続きをし、部屋を退出後、フィリンタースタッフが 16：00PM
にその学生の部屋を訪問し、AZON ハウスキーパーがしっかりと清掃を行ったのかチェックをしま
す。ルームメイトがまだ滞在している場合でも、同様に行います。
AZON とフィリンターのマネージメントは、点検やその他の理由のため、学生の許可なく部屋に立ち
入る権利があります。罰金の金額について、学生はフィリンターの決定に従わなければなりません。
フィリンターはルール違反やその他の理由について、学生に罰金や警告を与えることができます。

