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あなたはもっと英語を話すことができる。

■ 留学への最初の一歩、まずは現在地と目標をお聞かせください。

「もっと英語を話せるようになりたい。」その理由は様々

です。「海外旅行にいったときに全然話ができなくて、残

念な思いをしたので話せるようになりたい。」「洋楽の歌

詞をもっと理解できるようになりたい。」「海外支社に転

勤になった。」等、希望・目標があるかと思います。本当

に今以上に英語が上達するのだろうかという不安は、もっ

と上手になりたいという情熱で振り払うことができます。

英会話を学ぶことは、接する世界が広がりとても楽し

いことです。まずは最初の一歩を思い切って踏み出しま

しょう。

目標を明確にすることはとても大切なことです。あなた

の目標にあった、あなただけのカリキュラムを設定いたし

ます。インタビューでは、弱点を含めた現在地と達成した

いことをお気軽にお話しください。

それを基に、出発前の段階で大まかな教育方針のイメー

ジを作成しておくことになります。

例えば・・・
・外国人との日常会話が不自由なくできるようになりたい。
・TOEIC で○○○点以上取りたい。
・IELTS バンドスコア◯点を目指したい。
・オーストラリアに永住したい。
・カナダへワーキングホリデーに行く前に準備をしておきたい。
・海外の会社で働いてみたい。
・英語の先生になりたい。

あなたの目標を達成するため の「オーダーメイド・レッスン」



■ 的確に設定される MK EDUCATION 独自カリキュラム
具体的なカリキュラムは MK に到着してから行われるレベルテストにより

設定されます。当校では一人ひとりの能力を向上させるために、独自のカリキュ
ラムを設定しています。Level １～ Level ５まで５段階のレベルを更にそれ
ぞれ A、B の２段階にさらに細分化。綿密な１０段階レベル構成により、あ
なたにあったカリキュラムで無理なく学習することができます。授業に追いつ
けないということはありません。

あなたの目標を達成するため の「オーダーメイド・レッスン」

Lower Beginner

Upper Beginner

Lower Intermediate

Upper Intermadiate

Advanced

Level 1A/Level 1B

Level 2A/Level 2B

Level 3A/Level 3B

Level 4A/Level 4B

Level 5A/Level 5B

＊随時チューター（講師）と相談しながら目標設定をし英語力向上を目指します。

初級者のための基礎英会話を学ぶ。
実用的な英会話を基礎から学ぶことによって英会話に自信を持つ。
基本的な文型や文法、単語をまとめて英語の表現を応用できるよ
うに訓練する。

講師とともにリスニングを集中的に学ぶ。
様々な状況下で、簡潔で効果的な表現ができるように訓練する。
簡単な自分の意見やテーマについての討論能力を育成する。

日常生活で必要な英会話を練習する。
簡単な自分の意見やテーマについての討論能力を育成する。
Reading を通じて、英語式の思考力と自然な表現を身に付ける。

日常的な英会話を自然に話すことができる。
中級会話の英文法を完成させる。日常生活で起こる状況に関する
話をして意見を交わすことができる。

提案・説明など会話をより上級にする。
提案、要求、論理的な意見の提示ができるようになる。相手が理
解できない部分についての説明ができるようになる。

Lv.5

Lv.4

Lv.3

Lv.2

Lv.1



あらゆる要望にお応えする―、 充実 のMK独自カリキュラム
豊富なマンツーマンレッスン

グループレッスンも充実

授業内容はもちろん自分で決められるオーダーメイド式。自分に合ったスタイルで英語が学べ、フレンドリーな
講師陣が英語を話しやすい環境を作り出してくれるので、英語を話すことも怖くありません。

少人数制（5 人）のグループ授業なので、先生や学生との意見交換もしっかり行え、コミュニケーション能
力を高めることができます。マンツーマンで鍛えた英語力の「力試しの場」としても重要です。

徹底した個人別オーダーメイドで学生が望む授業を提供します。

議論を繰り返すことで、状況に合う多様な表現と会話を習います。

Reading

Listening

TOEIC IELTS インターンシップ ワーキングホリデー準備

Grammar

Vocabulary

Conversation

Writing

Idioms

Conversation

Speaking&
　　Pronunciation

動詞・関係詞・前置詞・受身・現在完
了など理論的な文法を実生活に使う頻度
が高い例文を通じて学習します。

新しく習った単語の例文作成などで語彙
量を増やし、繰り返して読むことで文章
を自然に身に付けます。

様々なジャンルの文章を声に出して読み、
正しい発音も学びながら文章読解能力・
語彙力を高めます。

一般的な速力の会話を理解するために聞いた内容を
書き取ったり、講師の質問に答える授業です。

カナダやオーストラリアへの
ワーキングホリデー前の準備
として、履歴書の書き方や面接
対策をレクチャーします。（※）

＊全コースに対して、「スパルタコース」をお選びいただけます（別途オプション料金要）。� ※通常コース内で提供されます。

ビジネスマンには欠かせない
TOEIC。高得点をとるための
テクニックも含め、マンツーマ
ンでじっくり鍛えます。

TOEFLと並び称されており、
主にイギリス系の国への留学・
移住には不可欠なテストです。
マンツーマンでレクチャーします。

英語のレッスンを受講しなが
らイロイロ市内の企業・団体
での実務研修を体験できる
実践的コースです。

多様なテーマの質問に答えながら不足し
た部分を習っていき、新しい表現と語彙、
そして文法を共に習います。

エッセイ、類型別作文、日記、手紙要約等を通じた
訓練で作文能力を向上させます。

日常生活で熟語がどのように使われるか
を学び、繰り返して読む練習を通じて多
様な表現方法を習う授業です。

様々なテーマでお互いの意見を交わす時間です自身の
意見をより自然に表現するように指導しています。

講師と1 対 1で話すことで細かい発音
チェックも行い、生きた英語力が確実に
身に付きます。

多彩な
オプション



あらゆる要望にお応えする―、 充実 のMK独自カリキュラム

留学中の１日のスケジュール

大学受講オプション

教育学園都市イロイロだからこそできる現地の大学との提携プログラムを提供。大学の授業が受講でき、
単位取得も可能です。

セントラルフィリピン大学

提携のある大学施設にて授業を受けることができます。

ESLコース
フィリピン大学・CPUと提携し、非英語圏の学生を対象とした水準の高い
英語講義を受けることができます。国内大学の単位認定も可能です（要申
請）。少しハイレベルな英語を勉強したい方にお勧めです。

TESOLコース
英語教師、英語教育分野従事者および英語教育に関心がある学生のための
専門コースです。、ウエストヴィサヤ州立大学と提携し、毎週土曜日１日８
時間、英語教授法を学びます。英語教育に関心のある方にお勧めです。

CPU大学入学保証コース
CPUへの入学を目的とした6カ月間の入学準備プログラム。プログラム修了後、
CPUの入学試験を受けることができます。海外の大学で生活してみたい方に
お勧めです。

※１：ESL,TESOL コースについては、General English コースを 8 週間以上申し込んだ方のみ追加で受講可能です。※２：TESOL コースは、受講資格として MK レベル 3B 以上が必
要となります。※３： ウエストヴィサヤ州立大学 - イロイロのラパス地区にメインキャンパスを持つ、1902 年に設立された歴史ある大学。※４：フィリピン大学 - 通称 UP。1908 年に設立され、
フィリピンの国公立大学の中ではトップクラス。国内に 11 ものキャンパスがあります。※５：CPU‐正式名称セントラルフィリピン大学。1905 年に設立され、フィリピン中部で校内施設・
規模が最も優秀なフィリピン内最高の私立大学と評価されています。
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PATTERN A 食 事

一時間目

一時間目二時間目

二時間目三時間目

三時間目四時間目

四時間目

五時間目 五時間目

六時間目

スペシャルクラス スペシャルクラス

六時間目夕食

洗 濯 PATTERN B

朝食

洗
濯
物
受
付

洗
濯
物

受
取

夕食

昼食

自習 自習

門限

●　�１クラス 50 分授業、間に10 分間
の休憩が入ります。

●　�土、日、祝日は、レッスンはお休み
となります。

●　�洗濯物の受付は月、水、金曜日の
週３回、食事は土、日、祝日も含
まれます。

●　�スペシャルクラスは希望する生徒が
４人以上集まれば、事務局がフリー
クラスをアレンジします。

＊　 スケジュールは Basic コースの一例です。
＊　 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。
＊　 金曜祝日の場合のみ、前日木曜の自習はござ

いません。
＊　 祝日は、フィリピンの祝日に則します。
＊　 スパルタコースの生徒は平日の外出は禁止とな

ります。

ウェストヴィサヤ州立大学

フィリピン大学 ヴィサヤ校



安全・快適な英語学習環境。   パナイ島イロイロで学び、過ごす。

マ ニ ラ

バ ギ オ

イロイロ

セ ブ

ダ バ オ

ネグロス

philippine
 Sea

Sulu Sea 

パナイ島イロイロ市は、フィリピン９番目の人口である40万人余りの中堅都市です。フィ
リピン最高学府であるフィリピン大学、フィリピン中部最高峰の私立大学 CPU（セント
ラルフィリピン大学）をはじめとする約 40 校もの大学・専門学校がひしめく代表的な教
育学園都市です。それだけに町や市民の意識レベルが高いとの定評があります。

学生が多いため「学生にやさしい町」であり、すなわち「留学生にもやさしく、過ごし
やすい町」でもあります。まさに、英語の学習にはこの上ない環境といえるのです。

2015 年 APEC（アジア太平洋経済協力）閣僚会議の開催都市でもあるイロイロは、
現在急ピッチで都市の整備が進められており、フィリピン随一の「モデル都市」として今
後更なる発展が期待されています。

フィリピンの代表的な教育学園都市、イロイロ。

2015 年 APEC 閣僚会議の開催都市。

SM シティ イロイロ SM シティ イロイロサウスポイント

Smallville complex

イロイロ国際空港

イロイロ市街

MK メイン棟入口 寮部屋

自習室

サポートデスク

トレーニングルーム クリニック

ランドリー受付

食堂



安全・快適な英語学習環境。   パナイ島イロイロで学び、過ごす。

MK イロイロキャンパスは WESTWOODS という高級クラスのヴィレッジ内
にあり、所有する 2,000 坪余りの広大な敷地に、収容人数 300 人とイロイロで
は最大規模の施設を誇ります。

ヴィレッジ正門とキャンパス正門に二重の検問所が設置され、校内にもスタッ
フとガードマンが 24 時間常駐し、万全のセキュリティ環境にあり、また、学校内
は常に清潔に保たれています。まさにフィリピン最高の英語教育施設とされてい
ます。

なお、希望者はフィリピン大学や CPU（セントラルフィリピン大学）、西ヴィサ
ヤ州立大学等の提携大学で講義を受講できます。修了時には修了証の発行およ
び単位認定も可能である点は、特に大学生の方々にとっては 1 つの大きな魅力と
いえるでしょう。

各種施設を備えた安全なキャンパス、実績ある語学院。

MAIN ENT.

showerCOMMUNITY
CENTER

MAIN BLDG.

basketbal
courtPARKING

PARKING

クラブハウス プール

イロイロ港 WESTWOODS 入口

マッサージスパ

カフェテリア シャワー設備

バスケットボールコート

世界遺産 ミアガオ教会



アンティケ

イロイロ港の向かい側にある、イロイロ市から最も近いビーチリゾー
ト。船で渡って少し車で走ると、白い砂浜と青く美しい海が目の前に
広がります。マンゴーの世界的な産地としても有名ですが、残念なこ
とに日本へ輸出されていません。食べるためには行くしかない！？

MK から車で約 2 時間。パナイ島随一の「硬派な」ダイビングスポッ
トがこのアンティケです。1 泊 2 日でオープンウォーターの取得が出
来ますが、宿泊施設にはレストランはないため自炊のみ。「硬派」た
る所以です。

「世界最高の島」と評される屈指のビーチリゾートとしてご存知の方
も多いはず。島には空港がないためイロイロ市から車と船で数時間
かけて行かねばなりませんが、それだけの手間ひまを掛けて行く価
値が十二分にある「地上の楽園」です。空路を使わず陸路でアプロー
チできるのがイロイロの強みです。

イロイロ空港のすぐ近くにある1907 年創設のフィリピン最古と言わ
れる由緒あるゴルフ場。イロイロ市内から車で約 20 分程度なので、
週末にお手軽にゴルフを楽しむことができます。

週末はリゾートでリフレッシュ !
パナイ島およびその周辺には様々な観光地やビーチリゾートがあり、レッスンがお休みの週末は気軽にアクティビティを楽しむこと

ができます。タクシー・ジープニー等の利用はもちろん、遠方へお出かけの際は宿泊・送迎の手配も可能です。

ギマラス島マンゴー 楽園

ダイビング フィリピン最古

ボラカイ

イロイロゴルフ＆カントリークラブ

同じ留学するのであれば、フェスティバルの時期に行くと得した気分を味わうことが出来るはず。イロイロで楽しめる主な 3 つのフェスティバルをご紹介します。

イロイロのフェスティバル

日本から最も近いカトリックの国フィリピン。クリス
マスは特別なイベントであり、町中が美しいイルミ
ネーションで飾られます。日本とは異なる熱帯のク
リスマスの荘厳な雰囲気を感じて下さい。

12 月：
クリスマスフェスティバル

全身を黒く塗り、派手な衣装で練り歩きなが
ら、市内数ヶ所の審査会場でダンスを披露し
て順位を競います。激しいダンスと大音量のド
ラムが醸し出す熱気に、身も心も委ねてみては
いかがでしょうか。

1 月第 4 週末： 
ディナギャンフェスティバル

イロイロ市の対岸にある至近のリゾートアイランド
「ギマラス島」。マンゴーが世界一美味しい（甘い）
ことで有名ですが、毎年 4 月中旬にこのフェスティ
バルが開催される時期は最も美味しいマンゴーが
味わえます。食べ放題をぜひ！

4 月中旬：
ギマラスマンゴーフェスティバル



小学生・中学生のお子様には、親子留学がお勧めです。早いうちに海外の空気、雰囲気を
肌で感じさせたい・・・でも、心配だから一緒について行きたい・・・そんな親御様の思い
を実現できるのが、我が MK EDUCATION の「親子で留学」です。渡航費も留学費用もリー
ズナブル、治安の面も万全だから、安心してお子様のそばについてあげることができます。
この機会に親御様にもぜひ英会話の学習を楽しんでいただきたいと思っております。親子で
国際派を目指しましょう！

世代別お勧め留学コース

留学までの流れ

お子様〜親子で留学〜

学生さん
日本国内、そして海外で自由に外国人とコミュニケーション
を取りたい・・・学生のうちに英語をマスターして就職活動
を有利に進めたい・・・比較的自由に時間が取れ、長期間
の留学ができる学生さんだからこそできる、広がる可能性。
MK EDUCATION のマンツーマン・グループレッスンに思う
存分取り組み、効率的な英語力の向上に役立ててください。

リタイア後

社会人

いくつになっても挑戦する心、学びの意識は持ち続けていたい
もの。自由な時間ができたリタイア後こそ、社会人時代にでき
なかったいろんなことに取り組むチャンスです。
言葉さえ話せれば、社会人時代に培ったコミュニケーション能
力を駆使して自由自在にやり取りできる・・・現役時代とはま
た別の楽しみを新たに味わうことができるはず。
もちろん週末はゴルフ三昧も OK。学びながら第二の人生を思
う存分味わいましょう。

日々多忙な社会人にとってまとまったお休みは取りづら
いもの。そんな社会人の方のために、一週間からの短期
留学もご用意しております。渡 航費用が安くて近い MK 
EDUCATION だから可能な短期留学。「ちょっと行ってくる」
的感覚でご利用ください。
※法人様の研修派遣先としてもご利用いただけます。詳しくは
MK EDUCATION 日本事務所までお問い合わせください。

留学プランの決定

お申し込み

留学準備

イロイロ到着

さあ、パナイ島イロイロに向けて出発！
まずはどのような疑問につきましてもご納得のいくまで我々にご相談ください。
ご要望をお伺いした上で、留学費用のお見積をご提示いたします。
※日程が判明している場合は、日本側から現地へ受け入れ可否の確認を実施し
ます。

決心いただけましたら、ぜひ我々にご連絡ください。
MK のホームページ上のフォームからお申し込みをいただきます。
当社にてご請求書を発行いたしますので、ご入金予定日をお教え願います。

（ご入金予定日当日に為替レートをご連絡いたします。）

留学費用のご入金を確認出来次第、当社から留学準備に関するご連絡をメー
ルにて差し上げます。ご準備はできるだけお早めに取り掛かりましょう。
・パスポートの有効期間をご確認ください（滞在日数＋６ヶ月以上の有効期間
が必要）
・航空券の手配（フィリピン入国分・出国分の両方必要）・海外旅行保険の加
入をお願いいたします（ご不明な点についてはご相談ください）。
・ビザの手配は現地到着後に学校が代行いたします。
※但し、「2 カ国留学」をされる方は、2 カ国目のビザ（学生ビザ・ワーキング
ホリデービザ）を予め日本で取得しておく必要があります。

Welcome to Iloilo!!　まずは熱帯の感覚を肌で味わってください。
イロイロ空港に到着したら、「MK」の黄色いプレートを持ったスタッフを
見つけましょう。
空港から車で約 20 分で MK に到着。お疲れ様でした。
来るべきレッスンに備え、しばし休息しつつ英気を養ってください。

お忘れ物はありませんか？搭乗時刻を今一度チェック！
乗ってしまえば、あとは空の旅を楽しみましょう！

●1

●2

●3

●5

●4

＊この他にも、皆様のご要望を可能な限り承ってプランニングさせていただきます。お気軽に何なりとご相談ください。



コース費用・各種費用

Basic コース（マンツーマン３時間＋グループ３時間＋セルフスタディ１時間：１人部屋の場合）
期間 1 週間 4 週間 8 週間 12 週間 16 週間 20 週間 24 週間 以降 4 週毎
US$ 439 1,350 2,700 4,050 5,400 6,750 8,100 ＋ 1,350
円※

（110 円 /$ 換算） 48,290 148,500 297,000 445,500 594,000 742,500 891,000 ＋ 148,500

長期割引 ― ― ― − US$50 − US$100 − US$150 − US$200 − US$50

Intensive コース（マンツーマン 5 時間＋グループ 3 時間＋セルフスタディ1時間：1人部屋の場合）
期間 1 週間 4 週間 8 週間 12 週間 16 週間 20 週間 24 週間 以降 4 週毎
US$ 478 1,470 2,940 4,410 5,880 7,350 8,820 ＋ 1,470
円※

（110 円 /$ 換算） 52,580 161,700 323,400 485,100 646,800 808,500 970,200 ＋ 161,700

長期割引 ― ― ― − US$50 − US$100 − US$150 − US$200 − US$50

Premiumコース（マンツーマン 7 時間＋セルフスタディ1時間：1人部屋の場合）
期間 1 週間 4 週間 8 週間 12 週間 16 週間 20 週間 24 週間 以降 4 週毎
US$ 488 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 9,000 ＋ 1,500
円※

（110 円 /$ 換算） 53,680 165,000 330,000 495,000 660,000 825,000 990,000 ＋ 165,000

長期割引 ― ― ― − US$50 − US$100 − US$150 − US$200 − US$50

Effective コース（マンツーマン４時間＋グループ３時間＋セルフスタディ1時間：１人部屋の場合）
期間 1 週間 4 週間 8 週間 12 週間 16 週間 20 週間 24 週間 以降 4 週毎
US$ 462 1,420 2,840 4,260 5,680 7,100 8,520 ＋ 1,420
円※

（110 円 /$ 換算） 50,820 156,200 312,400 468,600 624,800 781,000 937,200 ＋ 156,200

長期割引 ― ― ― − US$50 − US$100 − US$150 − US$200 − US$50

コース費用

その他諸費用

イロイロへの航路・運賃

コース費用に含まれるもの：授業料・宿泊・食事（３食／日）・室内清掃（平日）・洗濯（３回／週）

＊2 人部屋・3 人部屋のご用意もございます。※お支払時の金額は、お申込日の前週最終営業日における TTMレート×1.02 で円に換算した金額となります。
＊上記コース以外のご要望につきましても柔軟に対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

※上記往復運賃はオープン航空券の価格の一例であり、時期その他各種条件により異なります。また、航空券代金以外に海外諸税（燃油込み）・空港施設利用料・航空券引取手数料がかかります。
＊上記以外にも、日本航空や全日空がマニラまで就航しています。また、LCC のセブパシフィック航空を利用して安価に渡航する方法もあります。

TOEIC 試験準備・点数保証コース
（マンツーマン 6 時間＋セルフスタディ 1 時間：1 人部屋）

IELTS 試験準備・点数保証コース
（マンツーマン 6 時間＋セルフスタディ 1 時間：1 人部屋）

期間 12 週間 16 週間 20 週間 24 週間 以降 4 週毎 期間 12 週間 16 週間 20 週間 24 週間 以降 4 週毎
US$ 4,410 5,880 7,350 8,820 ＋ 1,470 US$ 4,500 6,000 7,500 9,000 ＋ 1,500
円※

（110 円 /$ 換算） 485,100 646,800 808,500 970,200 ＋ 161,700 円※
（110 円 /$ 換算） 495,000 660,000 825,000 990,000 ＋ 165,000

長期割引 − US$50 − US$100 − US$150 − US$200 − US$50 長期割引 − US$50 − US$100 − US$150 − US$200 − US$50

申込時納入（日本で支払う費用） 金額 備考
登録料 10,000 円

現地納入（学校で支払う費用） 金額 備考
SSP（就学許可）申請費用 6,000 ペソ フィリピン留学に必要。有効期限 6 か月間

ACR-I カード申請費用 3,000 ペソ 59 日以下の滞在の場合不要・１年間有効
イロイロ空港送迎 US$30 or 1,300 ペソ ペソ払い可
ID カード発行費用 150 ペソ 外出時等に必要

教材代（５巻分） 約 2,000 ペソ コース・レベル・期間により変動
電気代（１ヵ月） 約 1,000 ～ 2,000 ペソ （使用料金／部屋人数）＋基本料金 500 ペソ
キーデポジット 150 ペソ 退寮時に返還

寮保証金 US$100 or 5,000 ペソ 退寮時に返還

航路（例） 往復運賃（※）
フィリピン航空 427

新東京国際（13:30）⇒マニラ（17:00）
フィリピン航空 2941

マニラ（18:40）⇒イロイロ（19:50） 約 50,000 円

フィリピン航空 407
関西国際（9:55）⇒マニラ（13:00）

フィリピン航空 2941
マニラ（18:40）⇒イロイロ（19:50） 約 38,000 円

フィリピン航空 437
中部国際（9:35）⇒マニラ（12:45）

フィリピン航空 2941
マニラ（18:40）⇒イロイロ（19:50） 約 49,000 円



● Great Saviour International Hospital
「ザ・メディカルシティ・イロイロ」内にある病院。MK 内にはスクー
ルクリニックがありますが、もう少し詳しく診察が必要な場合は
こちらの病院が利用されます。早急に薬が必要な場合も院内の
薬局で入手可能。

●在フィリピン日本国大使館（マニラ）緊急連絡先
・領事班直通（日本語）：（63-2）834-7508
　（8:30 ～ 17:15）
・邦人援護ホットライン：（63-2）551-5786
　（8:30 ～ 17:15　＊ガイダンスにより 24 時間体制受付）

●携帯電話紛失の際の連絡先（日本）
・NTTドコモ：（81-3）6832-6600
　＊ドコモ携帯からは無料
・au：（81-3）6677-6944
　＊ au 携帯からは無料
・ソフトバンク：（81-3）5351-3491
　＊有料

Q. 入校はいつでも大丈夫ですか？
A.　 原則、プログラムは毎週月曜日から開始となりますが、それ以

外の曜日の開始でのご希望も受け付けております。お気軽にご
相談ください。

Q. 空いている時期、お勧めの時期を教えてください。
A.　 お勧めの時期は特にございませんが、４～６月、９～ 11 月が一

般的に空いている時期となります。GW や正月、夏休みなどは
航空券が高くなるので注意が必要です。

Q. 日本人スタッフはいますか？
A.　 女性スタッフ１名、学生スタッフが１名おります。留学中に困っ

たことがあれば何でも聞いてください。

Q. 無線 LAN は部屋まで通じていますか？
A.　 各部屋で利用可能です。但し、時間帯により混雑し、接続状況

が悪くなることもございます。また、各部屋に LAN ケーブルが
1 本設置されております。

Q. フィリピン入国の条件は？
A.　 パスポート残存有効期間が【６ヶ月＋滞在日数以上】必要です。 

・帰国もしくは第３国に出国する航空券が必要です。 
・15 歳未満の１人での入国はできません。 
＊親子でも姓の異なる場合、親子関係が証明できる英文の書類
が必要です。 
＊親以外の保護者同伴の場合はビザが必要です。

Q. 日本との時差は何時間ですか？
A.　 マイナス１時間です。 

例：日本が 14 時の場合、フィリピン現地は 13 時となります。

Q. 現地の気温は？
A.　 年間を通じて暖かく、年平均気温は 26 ～27℃。比較的雨の少

ない乾期（12 月から２月）、厳しい暑さが続く暑期（３月から５月）、
蒸し暑くなる雨期（６月から11 月）に季節分けされています。

　　 服装については、年間を通じて日本の夏の服装で OK。ただし、
機内・ホテル・デパートなどでは冷房が強く効いていることがあ
るので、上に羽織るものがあるといいでしょう。

　　 日差しが強いので、サングラスや帽子もあると便利です。

Q. 日本の電化製品を使用することができますか？
A.　 フィリピンの電圧は 220V ですが、日本の電圧は 100V です。

ほとんどのコンセントの形状は日本と同じです。パソコンや携帯
電話の充電器などは AC100V-240V 対応が多いのでそのまま
使用できますが、事前にご確認ください。

　　 変圧器が必要な場合は現地で 2,000 円程度で購入できます。
　　 ※学校内のコンセントの形状は日本と同じです。

Q. 治安は問題ないですか？
A.　 イロイロは国内の名門大学が集中するフィリピンの代表的教育

都市であり、程よく田舎で都市部に比べ比較的安全で穏やかな
エリアです。

　　 しかしながら、日本より安全な国はないと言われています。常時
警戒心を持って行動してください。

イロイロ留学 Q&A

知っておきたい情報

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。2012 年現在、紙幣の種類は 20、50、100、200、500、1000 ペソの合計 6 種類。
硬貨の種類は 5、10、25 センタボ、1、5、10 ペソの 6 種類がありますが、200、10、5 ペソ、
50、10、5、1 センタボはあまり使われていません。

銀行や両替所にて簡単に両替できます（学校ではできかねます）。
両替時に、身分証明書（パスポートやパスポートコピー、学校の ID など）が必要になる場合も
ございますのでご注意ください。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。

フィリピンのお金について

どんな通貨を使うの？

両替はどうしたらいいの？
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【お問い合わせ先】

03-3986-2931
電話受付時間 9:00 ～ 18:00（平日）

〒171-0032
東京都豊島区雑司ヶ谷 3-11-2　明治通りコバヤシビル 5F

（株式会社トリプルファースト）
留学ドットコム

info@ryugaku-philippine.com
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