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【2015年11月1日改訂】 

フィリピン中央大学（CPU） 
語学研修プログラムのご案内 



はじめに・・・ 
このたびはフィリピン中央大学（CPU）語学研修プログラムのご引き合いを
賜り、誠にありがとうございます。 
当該資料では、 
 
 
 
 
 
 
についてご説明させていただきます。 
 
何卒よろしくお願い申し上げます。 

１．滞在都市イロイロについて 
２．フィリピン中央大学（CPU）について 
３．CPU提携ESLセンター「MK EDUCATION」について 
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４．ご留学プログラム モデルプランご紹介 



※ google 

１．滞在都市イロイロについて 

【場所】 
 フィリピン共和国 ヴィサヤ諸島 西ヴィサヤ地方 
 

 パナイ島 イロイロ州 イロイロ市 

※ google ※ google 

←ボラカイ島 
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【フィリピン全土】周辺国との位置関係 【ヴィサヤ諸島】ルソン・ミンダナオとの位置関係 【パナイ島】セブ島・ネグロス島との位置関係 

（フィリピン中部） 
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①大都市マニラや観光地セブとは異なり、 
 人口約40万人余りの「地方における中核都市」 
 2015年APEC閣僚会議開催都市の1つでもある。 

・個性溢れるリゾート（ボラカイ・ギマラス・コンセプチオン・ヒガンテス・アンティケ） 
・国内最古、ゴルフ通がハマるゴルフ場（イロイロゴルフ＆カントリークラブ） 

イロイロ市庁舎 ロビンソンモール 

フィリピン大学ヴィサヤ校 

少し足を伸ばせば・・・ ボラカイ島 イロイロゴルフ＆カントリークラブ 

SMシティイロイロ＆プラズエラ 

※開発進むニュータウンと活気に溢れる旧市街の2つの顔。 
 ・優れた行政管理によってもたらされる都市開発推進能力 
 ・抜群のインフラ整備率 
 ・落とした財布が戻ってくる圧倒的な治安の良さ 
 が自慢のフィリピン屈指のモデル都市として確立。 
②ヴィサヤ諸島屈指の名門 
「フィリピン中央大学(CPU)」「フィリピン大学ヴィサヤ校」 
 をはじめ約40校もの大学・カレッジがひしめく。 
 学生にとって非常に過ごしやすい町といえる。 

フィリピン中央大学（CPU） 

安心・充実の留学期間を送ることが出来る。 
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２．フィリピン中央大学（CPU）について 
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フィリピン中部ヴィサヤ諸島においては国立フィリピン大学ヴィサヤ校と並び称され、広大なキャンパス 
に最大級の在籍生徒数を誇る名門総合大学。 
1905年にアメリカ人がバプティスト系スクールとして2つの学校を開校したのが始まり。 
工学・農学・医学等の自然・物質・生命科学系から、政治・経済・文学・教育・マスコミ等の人文社会系、 
更にはリベラルアーツ・ホスピタリティマネジメント・ツーリズムといった新たな分野まで広くカバーし、 
毎年優秀な人材を輩出しています。 

正門 

本部棟 

モニュメント「The Smile Hill」 

キャンパス内チャペル チャペル内部 

ドレスコード掲示板 

広い校庭のある広大なキャンパス 

ヘンリー ルース3世図書館 ローズメモリアルホール（大講堂） 校内音楽堂 

【創立】 
 ・1905年 6月：聖書学校 
 ・1905年10月：ハロ実業学校 
 ※1923年に合併してフィリピン中央大学に改名 
【創設者】 
 ウィリアム・バレンタイン牧師 
【Vision】 
 優れたキリスト教の教育に一生涯を捧げ、 
 全ての人、全世界のニーズに応えることを約束する。 
【Mission】 
 ・精神的、道徳的、科学的、技術的そして文化的な 
  トレーニングプログラムの遂行 
 ・キリスト教信仰教育の学問への帰結 
 ・個性の確立 
 ・学術、研究およびボランティア活動の促進 

【生徒数】 
 14,400人（2015年） 

【ニックネーム】 
 “ゴールデンライオンズ” 

【入学・新学年開始時期】 
 6月（登録期間：4月～5月） 

インフォメーションセンター 

フィリピン中央大学（Central Phillipine University – 略称「CPU」） 
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フランクリンホール(人材育成･社会科学) 

【人文・社会科学系】 
 
 ・College of Theology（神学部） 
  -宗教倫理 
  -宗教音楽 
 
 ・Arts and Science（教養学部） 
  -化学 
  -言語・マスコミ・人間学 
  -生命科学 
  -数学・物理学 
  -社会科学 
  -社会福祉 
 
 ・College of Law（法学部） 
 
 ・Business and Accountancy（経営学部） 
  -会計 
  -管理 
 
 ・College of Education（教育学部） 
 
 ・Dr.Lucio C. Tan College of Hospitality Management 
  （Dr.ルシオ･C･タン ホスピタリティ運営学部） 
  ※フィリピン航空オーナーとして有名なルシオ・タン氏による監修 

フィリピン中央大学（CPU）学部情報 

バレンタインホール(教育･経営･マスコミ系) 

Dr.ルシオ･C･タン ホスピタリティ運営学部 

メディア教育センター(スタジオ) 

神学部 

学食 
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エンジニアリングビル(工学部) メアリートーマスビル(電算・クリニック) 

ロレート・D・トゥパスビル(医薬看護系) 附属初等学校 

【自然・物質・生命科学系】 
 
 ・College of Engineering（工学部） 
  -土木 
  -機械 
  -化学 
  -包装 
  -電気電子通信 
  -ソフトウェア 
 
 ・College of Computer Studies（電算学部） 
 
 ・College of Agriculture（農学部） 
 
 ・College of Medicine（医学部） 
 
 ・College of Nursing（看護学部） 
 
【付属教育施設】 
 
 ・Kindergarten（附属幼稚園） 
 
 ・Elementary School（附属初等学校） 
 
 ・High School（附属高等学校） 

Dr.レンウッド エッジ ビル(農学･環境科学系) バタフライガーデン 



【住所】 
Westwood Subdivision Lot 43,44,45 Block 44 Barangay Dungon-C 
Mandurriao, Iloilo City 
・イロイロ国際空港から車で約20分・CPUやイロイロ市街から程近く 
・高級ヴィレッジ「Westwoods Subdivision」内に位置 
※ヴィレッジゲート検問所にもMKキャンパス正門にも守衛が24時間待機。 
 ⇒二重のガードにより万全のセキュリティを実現 
 

【設立】 
2002年（現キャンパス開設は2009年） 
 

【寄宿舎】 
校内に学生寮を併設 
 

【定員】 
約300名 
 

【講師数】 
約100名 
 

【講義室数】 
130室 
 

【門限】 
・月～木：20時 
・金・土：26時 
・日：22時 

３．CPU提携ESLセンター「MK EDUCATION」について 
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Westwoods Subdivisionヴィレッジゲート 

MK EDUCATIONメイン棟 

MK EDUCATION International Language School 

メイン棟から正門方面を臨む Westwoods Subdivision入口 
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【レッスン】 
マンツーマンレッスンはもちろん、「アウトプット」「コミュニケーション」の場としてグループレッスンも重視。 

マンツーマンレッスン グループレッスン 

自習室 日本人スタッフ ”Pearl” 

多彩なカリキュラム＆オーダーメイドで生徒の皆さんのニーズに可能な限りお応えします。 



＜寮＞ 
収容人数300人の寮はメイン棟の2階、3階 
および校舎に隣接する別棟にあり、 
常に清潔に保たれています。 
エアコン・無線LANも完備しており、 
快適な寮生活を送ることが出来ます。 

＜バスケットボールコート＞ 
バスケットボールコートではチューターと 
生徒が一緒になって、日が暮れた後も 
バスケットボールに興じながら心地よい 
汗を流す光景が見られます。 
 
コート中央にネットを張ってバレーボール 
を楽しむ有志たちも。 

【校内設備】 
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＜マッサージスパ＞ 
校内には本格的オイルマッサージが最高に気持ちよい
スパがあり、生徒の皆さんの心と体をほぐします。 
※夜遅くまで営業中 
 

英語漬けで疲れた頭と体を思う存分リフレッシュ。 
入り浸っている生徒さんも・・・ 

＜スクールクリニック＞ 
「ちょっと体調がすぐれないなぁ・・・」 
という場合はスクールクリニックを利用出来ます。 
こちらで対応が難しいと判断された場合は、 
「イロイロ・ドクターズ病院」へご案内いたします。 

＜クラブハウス プール・バスケットコート＞ 
学校の施設ではなくWestwoodの住民のための施設ですが、
Westwoodにある当校の生徒・スタッフも利用出来ます。 
プールは綺麗で立派。しかも安い（80ペソ≒約240円）。 
当校から歩いて約5～10分で到着します。 
※バスケットコートは別料金で要予約 
警備員によりしっかり警護されているため安心。 



(1)平日スケジュール例（1クラス50分・クラスとクラスの間に10分間の休憩が入ります）： 
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  月 火 水 木 金 

午前 

【7:00】 
朝食 

 
【8:00～11:30】 

レベルチェックテスト 
 

【11:30】 
昼食 

【7:00】 
朝食 

【8:00～8:50】 
MK語学レッスン 

 
【9:00～10:30】 

CPUでのESL講義 
 

【11:00～11:50】 
MK語学レッスン 

 
【11:50】 
昼食 

【7:00】 
朝食 

【8:00～8:50】 
MK語学レッスン 

 
【9:00～10:30】 

CPUでのESL講義 
 

【11:00～11:50】 
MK語学レッスン 

 
【11:50】 
昼食 

【7:00】 
朝食 

【8:00～8:50】 
MK語学レッスン 

 
【9:00～10:30】 

CPUでのESL講義 
 

【11:00～11:50】 
MK語学レッスン 

 
【11:50】 
昼食 

【7:00】 
朝食 

【8:00～8:50】 
MK語学レッスン 

 
【9:00～10:30】 

CPUでのESL講義 
 

【11:00～11:50】 
MK語学レッスン 

 
【11:50】 
昼食 

午後 

【13:00～15:00】 
・校内オリエンテー

ション 
 

【15:00～17:00】 
・校外オリエンテー

ション 
（@SMシティイロイロ） 

 
【17:30～20:00】 

・夕食 
・自由時間 

 
---門限：20時--- 

【13:00～16:50】 
レッスン 

 
【17:00～20:00】 

・夕食 
・自由時間 

 
---門限：20時--- 

 
【20:00～22:00】 

自習時間 

【13:00～16:50】 
レッスン 

 
【17:00～20:00】 

・夕食 
・自由時間 

 
---門限：20時--- 

 
【20:00～22:00】 

自習時間 

【13:00～16:50】 
レッスン 

 
【17:00～20:00】 

・夕食 
・自由時間 

 
---門限：20時--- 

 
【20:00～22:00】 

自習時間 

【13:00～16:50】 
レッスン 

 

【17:00～】 
・夕食 

・自由時間 
 

---門限：26時--- 

４．ご留学プログラム モデルプランご紹介 

  月 火 水 木 金 

午前 

【7:00】 
朝食 

【8:00～8:50】 
MK語学レッスン 

 
【9:00～10:30】 

CPUでのESL講義 
 

【11:00～11:50】 
MK語学レッスン 

 
【11:50】 
昼食 

【7:00】 
朝食 

【8:00～8:50】 
MK語学レッスン 

 
【9:00～10:30】 

CPUでのESL講義 
 

【11:00～11:50】 
MK語学レッスン 

 
【11:50】 
昼食 

【7:00】 
朝食 

【8:00～8:50】 
MK語学レッスン 

 
【9:00～10:30】 

CPUでのESL講義 
 

【11:00～11:50】 
MK語学レッスン 

 
【11:50】 
昼食 

【7:00】 
朝食 

【8:00～8:50】 
MK語学レッスン 

 
【9:00～10:30】 

CPUでのESL講義 
 

【11:00～11:50】 
MK語学レッスン 

 
【11:50】 
昼食 

【7:00】 
朝食 

【8:00～8:50】 
MK語学レッスン 

 
【9:00～10:30】 

CPUでのESL講義 
 

【11:00～11:50】 
MK語学レッスン 

 
【11:50】 
昼食 

午後 

【13:00～16:50】 
・CPU講義聴講 
・研究室訪問 

・実験、ゼミ参加 
・CPU生との交流

行事 
※期間中1回実施 

 
【17:00～20:00】 

・夕食 
・自由時間 

 
---門限：20時--- 

 
【20:00～22:00】 

自習時間 

【13:00～16:50】 
MK語学レッスン 

 
【17:00～20:00】 

・夕食 
・自由時間 

 
---門限：20時--- 

 
【20:00～22:00】 

自習時間 

【13:00～16:50】 
MK語学レッスン 

 
【17:00～20:00】 

・夕食 
・自由時間 

 
---門限：20時--- 

 
【20:00～22:00】 

自習時間 

【13:00～16:50】 
MK語学レッスン 

 
【17:00～20:00】 

・夕食 
・自由時間 

 
---門限：20時--- 

 
【20:00～22:00】 

自習時間 

【13:00～16:50】 
MK語学レッスン 

 
【13:00～16:50】 
・ボランティア参加 
・現地工場・各種

施設見学 
※期間中、各1回

ずつ実施 
 

【17:00～】 
・夕食 

・自由時間 
 

---門限：26時--- 

①第1週目： ②第2週目以降： 

黒フォント：MKにて実施  青フォント：CPUにて実施  緑フォント：MK・CPU以外で実施 

※CPU＆MK語学研修に各種体験参加を組み合わせた効果的な留学プランをご用意。 



(2)土・日スケジュール例： 

※土日の他、以下のフィリピンの祝日は休講日。 
  （以下の日程は2016年のものです。また、地域ごとのローカルホリデーがある場合があります） 

1月  1日 元旦 
1月  2日 追加の祝日（3日も休講） 
2月  8日 旧正月 
2月25日 エドゥサ革命記念日 
3月20日 春分の日 
3月24日 聖木曜日 

3月25日 聖金曜日 
3月27日 復活祭 
4月  9日 勇者の日 
5月  1日 勤労感謝の日 
6月12日 独立記念日 
7月 8日  断食開けの祭り 

  8月21日   ニノイ・アキノ・デー 
  8月29日 英雄の日・振替 
  9月13日 犠牲祭 
11月 1日  万聖節 
11月 2日  万霊節 
11月30日 ボニファシオ・デー 

12月12日 預言者聖誕祭 
12月24日 クリスマスイヴ 
12月25日 クリスマス 
12月30日 リサール記念日 
12月31日 大晦日 
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パターン① パターン② パターン③ パターン④ パターン⑤ 

土 日 土 日 土 日 土 日 土 日 

 

“世界一の 
ビーチリゾート” 
地上の楽園 
ボラカイツアー 

 

“どこまでも 
澄んだ海” 
アンティケ 

ダイビングツアー 

 

“秘密の楽園” 
ヒガンテス島ツアー 

 

“フィリピンの 
モンサンミッシェル” 
コンセプチオンツアー 

 

“マンゴーと 
静かな海” 
ギマラス島 
ワンデー 
トリップ 

 

・市内観光 
・ミアガオ教会

見学 
・ジョリビー 
バースデー 
パーティ体験 

etc. 
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※ご注意・・・ 
 ・当該プログラムのご提供に際しては、日本の大学様とCPUとの間で協定を締結していただく必要がございます。 
 （大変申し訳ございませんが、現段階では個人様のお申込を承ることが出来ません） 
 ・当該プログラムの開講人数は10名様以上からとなります。何卒ご了承くださいませ。 
 （複数の大学の生徒様の合計が10名様以上の場合、各大学様の合意があれば合同講義開講可能です） 


	スライド番号 1
	はじめに・・・
	１．滞在都市イロイロについて
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	２．フィリピン中央大学（CPU）について
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	３．CPU提携ESLセンター「MK EDUCATION」について
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	４．ご留学プログラム モデルプランご紹介
	スライド番号 15
	スライド番号 16

