
単身子供留学

安全なフィリピン留学を求めて

Man to Man Boarding School

MMBS



24. 親子留学/子供留学

▲セキュリティーガードは2交代6人体制

▲3ヘクタールの学校敷地内地図

安全を最重視したフィリピンの英語学校MMBS

 安全な生活環境を求めて

なぜ、MMBSが子供留学に適しているのか？

フィリピンと聞くと危険なイメージを持っている方も多いでしょう。半分は事実
ですが、半分は皆様の心がけひとつで半減できることです。しかし、外国人の
私たちが安心して過ごせる生活環境を保持することはとても大変です。MMBS
が安全な環境であることは、最初は保護者の方と一緒にご留学に来た未成年
者のお子様が、次からは単身でMMBSに留学に来ることで証明されています。
実際に保護者の方が体験し、確認して、満足された結果がここにあります。

 安心して子供留学に送り出したい！

MMBSの安心できるポイント！

 現地スタッフと直接連絡が取れる。

 24時間警備員常駐、部外者立入禁止による安全な生活環境。

 約3ヘクタール（100M x 300M）の広々とした敷地内に、学校と学生寮
とスポーツ施設を完備で学校内のみだけでも生活が可能。

 日本人（日本語）スタッフによる現地生活のアドバイスやサポートで、
学生や海外生活が初めての方でも安心。

 日本人スタッフにも子供がおり、子育ての経験がある為、保護者の
方の立場に立ってお子様を指導。

 学校内にクリニックがあり、いつでも相談可能。初期対応は無料診察。

 お子様だけでの外出は不可能。（保護者・スタッフの許可が必要）



24. 親子留学/子供留学

■ スタッフが保護者の代わりに

お子様のみのご留学の場合、学校スタッフがお子様の保護者替わりになります。学校
の規則に従わない場合や、理由なく授業を休んだ場合はスタッフとお子様がカウンセリ
ングを行います。その後、お子様の状況が変わらない場合はご家族へ連絡を致しまし
て、その後の方針を決めます。
外出・外泊に関しては、基本、許可をしておりません。外出の際にはスタッフ、もしくは
成人の学生の付き添いが必要となり、一人での外出はできません。外泊に関しては、
保護者の方の許可が必ず必要となりますので、ご理解くださいませ。

■ お子様サポートとその費用

お子様が単身でMMBSへご留学をされる場合、お子様サポート費用を頂いております。
サポート費用は4週間2万円。4週間以下の場合は期間に関わらず一律2万円です。留
学にご出発される前から現地スタッフと直接連絡を取ることが出来、保護者の方やお
子様のご質問や不安な事にお答え致します。費用には他に下記のものが含まれます。

・フィリピン大使館への事前申請お手続きのサポート
・帰国時の空港への付き添い （交通費は実費）
・週末の外出サポート（買い物や外出など）
・外出の際の交通費や軽食のサポート
・保護者の方へお子様の学校生活のご報告（希望者のみ）
・現地お支払手続きの代行
・授業のチェック （お子様、担当講師とのカウンセリング）
・緊急時の連絡サポート
（高額になった場合は追加で通信費をご請求する場合がございます）
・アクティビティへの参加（ボランティア活動開催時のみ）

▲買い物にはスタッフが同行します

子供留学の特徴

▲親元を離れても安心のお子様サポート



23. 格安の海外滞在コース

お子様の現状報告とレポート報告

 保護者の方へのレポート報告

「英語学校でどのような勉強をしたのか？」
「お子様の英語スキルは向上したのか？」

実際の授業をご覧になられていない保護者の方は色々と学校に聞きたいこともあるかと思いま
す。そんな声にお応えするために、MMBSでは終了時にお子様の授業を担当したすべての教師
からお子様のレベルとコメントを貰います。また、その結果を総合して学校長のサイン入りのレ
ポートが作成されます。

その他、終了時にテストを受けた場合は、そのテストの結果を入学時のレベルテストと比較した
ものや、英語学校MMBSの終了証などもお渡し致します。 ▲担当教師全員がそれぞれのクラ

スでのお子様を評価致します。

 保護者の方への状況報告

普段のお子様の授業の様子や日常生活の様子など
をLINEやSkypeにてご報告させて頂いております。
（ご希望者に限り）

ご心配なことがございましたら、お気軽に日本人ス
タッフ（佐藤）までお尋ねくださいませ。

E-mail ： mmbs.ph@live.jp
LINE ： mmbssato
Skype ： shino-mmbs

mailto:mmbs.ph@live.jp


23. 格安の海外滞在コース

お子様の留学生活：常にスタッフがサポート

▲入学手続きは分かりやすく ▲支払いはスタッフがお金を預かって ▲買い物は貸切の車で送迎 ▲日常生活の自己管理のサポート

▲食事はブッフェ式 ▲学校内のクリニックで健康管理 ▲時にはボランティア活動も ▲最後は自分で手続き

▲各自に合った授業のアレンジ ▲勉強が分からない時はいつでも ▲カウンセリングで問題解決 ▲夜の自習時間(夏休みのみ)



4週間留学の成績比較

リスニング リーディング ライティング スピーキング 合計 レベル

S君
（高校1年生）

21 23 25 22 91 アドバンス1
3ランクUP

16 13 19 15 63 インター1

O君
（中学3年生）

9 10 8 15 42 ビギナー3
3ランクUP

4 2 1 6 13 プレビギナー

Y君
（高校3年生）

14 19 17 21 71 インター2
3ランクUP

9 12 8 9 38 ビギナー2

H君
（高校1年生）

9 15 8 16 48 ビギナー3
2ランクUP

4 4 1 8 17 ビギナー1

I君
（中学3年生）

7 18 12 14 51 ビギナー3
2ランクUP

7 4 4 11 26 ビギナー1

Eちゃん
（中学3年生）

19 17 18 23 77 インター3
2ランクUP

15 8 14 18 55 インター1

T君
（中学3年生）

6 9 10 20 45 ビギナー3
1ランクUP

10 9 8 9 36 ビギナー2

M君
（中学3年生）

13 16 7 24 60 インター1
1ランクUP

14 11 10 7 42 ビギナー3

中高生の場合、4週間留学でも十分にレベルUPしたことが感じられます。下にある結果は4週間留学をした中高生たちの成績を入学時（下段）と
終了時（上段）で比較したものです。全員がスピーキング力がUPしたことが分かりますね。



A・B・TOEIC コース

2人部屋 3人部屋 4人部屋

2週間 ￥108,300 ￥98,800 ￥95,000

3週間 ￥148,200 ￥135,200 ￥130,000

4週間 ￥168,500 ￥158,500 ￥148,500

8週間 ￥337,000 ￥317,000 ￥297,000

12週間 ￥505,500 ￥475,500 ￥445,500

16週間 ￥674,000 ￥634,000 ￥594,000

20週間 ￥842,000 ￥792,500 ￥742,500

24週間 ¥ 1,011,000 ¥ 951,000 ￥891,000

部屋設備（各部屋共通）
ベッド・机・椅子・ＴＶ・エアコン・洋服棚・ランドリーバスケット・温水シャワー・トイレ・無線LAN
希望者は冷蔵庫のレンタル可（月1,000ペソ）

 留学費用：コース費用（食事3回/日、掃除・洗濯2回/週、含む）+ お子様サポート費用
 お子様の場合、安全管理上1人部屋は受け付けておりません。
 ご兄弟の場合は性別を問わず同室にすることは可能です。
 お友達同士の場合は同じ性別であれば同室にすることは可能です。
 Sコース（8時間マンツーマン授業）、Gコース（グラマーコース）の場合は4週間につき28,000円が追加となります。

費用詳細

お子様サポート費用

初回 2回目以降

+ ¥20,000 + ¥10,000

+ ¥20,000 + ¥10,000

+ ¥20,000 + ¥10,000

+ ¥40,000 + ¥20,000

+ ¥50,000（長期割引） + ¥30,000

+ ¥60,000（長期割引） + ¥40,000

+ ¥70,000（長期割引） + ¥50,000

+ ¥80,000（長期割引） + ¥60,000



その他、必要費用

 【空港送迎について】 上記費用の送迎費用はマニラ空港からの費用になります。団体送迎は、指定入学日の集団送迎を申し込まれ
た全学生が集まり次第、空港を出発する方法です。少人数送迎は、指定入学日の指定フライト以外の到着の方向けの送迎方法です。
（空港待ち時間はその時の学生のフライトにより異なります。）

 現地費用につきましては、フィリピン政府からの発令により急に変更になる場合があります。

 ビザの延長費は滞在期間により異なりますので、個別にご相談くださいませ。

 電気代に関しましては、実費清算となるため、個人によりお支払い額が異なります。

お支払い先 項目 費用

日本でお支払い

入学登録金 18,000円

海外送金手数料 5,940円

空港送迎費用（日曜日・少人数送迎） 15,500円

空港送迎費用（土曜のみ・団体送迎） 6,000円

現地でお支払い

SSP（半年有効） 5,740ペソ

外国人登録身分証明（ACR I-CARD）（4週間以下の場合） 0ペソ

ビザ延長費（4週間以下の場合） 0ペソ

寮の保証金 2,500ペソ/5,000円

学生IDカード・ゲートパス 250ペソ

教材費 実費

電気代（実費精算） 約500ペソ/月

水道代 100ペソ/1週間

メディカルチェック 150ペソ



留意事項

留意事項

【厳守事項】
・アルコールの学校敷地内持ち込みは禁止

【門限】
月～金：外出禁止
土・日・祝日：18：00（社会人もしくは日本人スタッフが同行する場合のみ外出可能）

【禁止事項】
• 学校敷地内での飲酒
• 異性の部屋への出入り
• 無断外泊
• 喫煙所以外での喫煙、または火事が起こりえる行為
• 他の滞在者への暴言・暴力・その他の迷惑行為

※違反した場合は1週間の外出禁止、または即日退学処分となる場合があります。

【その他】
• 授業は平日（月～金）のみです。
• 入学初日はオリエンテーションのため、授業は行われません。
• フィリピン政府より発令された祝日には授業は行われません。
• ターム末の火曜日は1週間以下の学生は通常授業、2週間以上の学生はテストを行います。
• スポーツ施設の利用時間は決められておりますので、ご注意くださいませ。

ゴルフ練習場：ゴルフコースの学生 平日 17～21時、休日 8～21時
ゴルフコース以外の学生は 休日 8～21時（平日不可、道具は私物使用）
サッカーフィールド：平日 17～18時 休日 8～18時
ジョギングコース： 7～18時
それ以外の施設：平日 17～21時、休日 8～21時


