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今⽉のTALKアカデミー
こんにちは、7⽉のTALKアカデミーはEid al-Fitr（イード・アル＝フィト
ル︔イスラム教徒の断⾷⽉の終了の祝福）に伴い7⽉6⽇にフィリピン
⼤統領より祝⽇が決定されました。フィリピンでは90％の国⺠がキリスト
教を信仰しており、イスラム教徒を祝う事実には⼀体何があるのでしょう
か。
今回の記事内容としまして、祝⽇から派⽣させていただきまして、先⽉
フィリピン⼤統領に就任されたロドリゴ・ドゥテルテ⼤統領のマニフェストの
詳細とそこから留学性が今後気を付けること。また、祝⽇におけるTALK
アカデミーでの学校規定、 TALKアカデミーの2016年度祝⽇の提⽰さ
せていただきます。

【Eid aｌ-Fltr （フィリピン7月6日祝日）】
フィリピン大統領より、祝日が決定されフィリピン全域において7月6日が祝日となりました。Eid
al-Fitl (イード・アル＝フィトル)というイスラム教徒の断食の祝福を祝うものです。フィリピン共和
国基本データによると、フィリピンはASEAN唯一のキリスト教国であり、国民の83％がカトリック、
10％がその他のキリスト教。また5％がイスラム教徒。ミンダナオではイスラム教徒が人口の2割
以上を占めているそうです。
（1）ハラール  ﺣﻼلの受け入れ
ハラル； イスラム法において合法なもののことをハラールといい、非合法なもののことをハラー
ムといいます。ハラルは2つの意味を持っています。1）イスラム法で合法であること。2）健康的、
清潔、安全、高品質、高栄養価であること。
日本ではどのような経路で物が入手されているのか考える必要もなく、安全が保障されているシ
ステムが形成されていますが、国や地域によってはハラールマークを信用し、食べ物を購入基準
にしています。
【月に20日分の授業保障】
弊校では1か月20日分の授業を保障しております。祝日の関係により1か月に20日間の授業回
数を行えない場合は補講が実施されます。
※20日分の授業保障は、お客様個々人の月に20日分を保障するものではございません。弊校
が各月に20日間授業をおこなったかという保障になりますのでご注意くださいませ。
参考文献 ：
外務省 『フィリピン共和国基本データ 』< http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/philippines/data.html >.（2016年7月22日アクセス）
RAPPLER 『July 6 a regular holiday marking Eid al-Fitr』< http://www.rappler.com/nation/138561-july-6-non-working-holiday-eidal-fitr-ramadan>.（2016年7月22日アクセス）
特定非営利活動法人 日本ハラール協会『ハラールとは』 <http://www.jhalal.com/halal >（2016年7月28日アクセス）.

【2016年度祝日のご案内】
以下に提示させていただいている祝日は、弊校における各月の祝日（平日のみ）となっております。
8月29日（月）

National Heroes Day / 英雄の日

10月31日（月）

追加の祝日

11月 1日（火）

All Saints Day

11月30日（水）

Bonifacio Day / ボニファシオ・デー

12月30日（金）

Rizal Day / リザール・デー

【祝日日は大統領によって決められる】
（1フィリピン新大統領
日本経済新聞より、ロドリゴ・ドゥテルテ氏が6月30日正午第16代大統領に就任された。同日大統領府で開かれ
た宣誓式で所信を表明した。マニフェストとして。マニラと地方の経済格差の縮小を掲げている。
トカナによると、彼をダバオ市の市長として1988年より2010年まで、また2013年に再選され以前は「フィリピンの
殺人都市」と呼ばれていたダバオ市を「盗難アジアで最も平和な都市」として呼ばれるまでに変えた。
新大統領は麻薬犯罪撲滅のため、警察官が麻薬密売人を見つけた場合「殺害すれば報奨金を支払う」と表明
した。その後何千人もの麻薬常用者や密売人の自首が相次いでいるそうだ。自首した常用者は自治体リハビリ
施設を利用できる。(泉谷由梨子2016)
（2）フィリピン留学
新大統領就任後、フィリピンでは「よりよい」経済成長社会を形成すべく今後対策に大きく目を配る必要があると
考えられます。私感とはなりますが、決して安全とは言えない今現状のフィリピンへの英語留学をお考えのお客
様へ、フィリピンの治安のマイナスなイメージから現在の政治の動きは注目すべきだと考えます。
「よりよい」国へ、経済成長だけでなく、国民が国を救いたい、変えたいからこそ現在の新大統領への投票結果
へ繋がっているのだと考えます。
参考文献：
1.
日本経済新聞【フィリピン、ドゥテルテしが新大統領に就任】
<http://www.nikkei.com/article/DGXLASGM29H8R_Q6A630C1EAF000/>
2.
TOCANA【泣く子も黙る‘’武闘派‘’市長！悪人を瞬殺する政策がヤバすぎる！＝フィリピン!
<http://tocana.jp/2015/07/post_6794_entry.html > （2016年7月30日アクセス）
3..
泉谷由梨子（2016年）THE HUFFINGTON POST『ドゥテルテ・フィリピン新大統領が就任「麻薬犯罪者は射殺」に自首殺到』
<http://www.huffingtonpost.jp/2016/06/30/duterte_n_10762216.html> （2016年7月30日アクセス）

ボランティアアクティビティー

7⽉のBEST STUDENT
幣校では⽉に⼀度⽣徒様と先⽣⽅へ紙媒体で
のアンケートを実施しております。アンケート結果は
集計された後に、⽉ごとでのベストスチューデント、
またベストティーチャーを決定しております。なぜこ
のような制度を取っているのか。
1）⽣徒様、また先⽣⽅へ、学ぶ意欲、指導への
意欲を持ち続けていただくため。
2）お互いに刺激しあえる環境を築き、「よりよい」
成果へと導くため。

Name: Lucas
I honestly didnʼt expect to be the best student because I went here
with just the intention to study English and enjoy. Being the best
student was quite a surprise for me, because I really thought in order
to be one, you have to get high scores, and I admit my scores are not
that high.
I just kept going. Not giving up on my goal and continuing on trying
to reach my goal, it helped me improve not only my score but also
my attitude in learning. Also, I would like to thank my teachers for
being patient in teaching me ways to improve my English.
If I can say anything to other students who want to become the best
student, it would be “enjoy, keep going and never give up”. It is very
important not to treat this experience as something stressful but to
see it as an opportunity to learn, to grow, to travel and to have fun.
正直ベストスチューデントを受賞することに期待はしていませんでした。なぜなら、ここに来た⽬
的は英語を学ぶことを楽しむためだったからです。ベストスチューデントはテストにおいて、⾼得
点を取る⼈に与えられるものだと考えていました。実際に私の点数は⾼くないため、私がベス
トスチューデントを受賞したことは少し驚くことです。
ʻʼ前に進み続けること、⽬標をあきらめないこと、また達成できるよう努⼒し続けることʼʼそうす
ることで、点数の向上のみならず、英語を学ぶ姿勢を改善することに繋がります。また、いつも
根気強く私に英語を改善する⽅法を教えてくださる先⽣⽅に感謝しています。
私からベストスチューデントを⽬指している⽣徒へ伝えれることは、ʻʼ楽しむこと、諦めず前に進
み続けることʻʼこの経験をストレスとして取り扱わず、学ぶための機会、成⻑、旅をする、楽しむ
ように捉えるが⼤切です。

学⽣の国籍⽐率と⽇本⼈⽣徒の研修期間の統計
ENEセンター
日本人
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ENEセンター空室状況

Yangcoセンター空室状況

男性寮

男性寮

1⼈部屋

9⽉25⽇（⽇）以降受⼊可能

3⼈部屋

8⽉ 7⽇（⽇）以降受⼊可能

2⼈部屋

8⽉21⽇（⽇）以降受⼊可能

4⼈部屋

8⽉ 7⽇（⽇）以降受⼊可能

3⼈部屋

11⽉27⽇（⽇）以降受⼊可能

⼥性寮
1⼈部屋

9⽉ 11⽇（⽇）以降受⼊可能

2⼈部屋

8⽉ 21⽇（⽇）以降受⼊可能

3⼈部屋

8⽉ 21⽇（⽇）以降受⼊可能

⼥性寮
3⼈部屋

8⽉ 7⽇（⽇）以降受⼊可能

4⼈部屋

8⽉ 7⽇（⽇）以降受⼊可能

※空室状況は2016年6⽉末現在になります。最新の
空室状況は下記のメールアドレスまでお問い合わせください。

マニラ空港からのピックアップと公式OTEIC⽇程に関して
TOEIC公式試験（アンヘレス）

団体ピックアップ
費⽤︓¥5,000

時間︓ 22:00〜26:00

8⽉

7⽇、21⽇

11⽉

13⽇、27⽇

9⽉

4⽇、18⽇

12⽉

11⽇、25⽇

10⽉

2⽇、16⽇、30⽇

個⼈ピックアップ
費⽤︓¥20,000

⽇程︓随時

※2016年1⽉より⽇本円建ての料⾦になりました。

費⽤︓2000ペソ
（+200ペソの送料）

⽇程︓指定⼟曜⽇（午前中）
2016年

8⽉6⽇・９⽉3⽇

10⽉1⽇・11⽉5⽇・12⽉3⽇

場所︓Green Valley hotel and resort

*お問い合わせ
E-mail : info@baguio-talk.com HP︓http://baguio-talk.com

