
Daily schedule

時間 日程

06:45-08:00 朝食 (週末08:00-09:00)

07:00-07:45 オプションクラス

08:00-12:25 レギュラークラス

(11:30-13:30) 昼食(週末12:00-13:00)

12:35-17:00 レギュラークラス

17:15-18:00 オプションクラス

18:00-19:00 夕食

18:45-19:30 セルフスタディ,オプションクラス,自由時間

22:00 点呼

• スケジュールは変更になる場合があります。
• ４週間で１タームです。
• スケジュールは各自違います。
• 通常授業、オプションクラスの授業時間は１コマ４５分間、休憩時間

は１０分間です。
週の最終授業日は短縮授業となり、授業時間は１コマ４０分間です。
放課後にはチェックアップテストかアクティビティがあります。

• ジムの利用可能時間は5:00～23:00、プールの利用可能時間は8:00～
20:00です。



1. 学生サービス

食事サービス

1. 平日も週末も毎日３食の食事
を提供しています。

2. 国籍比率に応じて食事を提供
します。

3. 食堂の食器類の持ち出しは禁
止です。

1. 平日は看護師がアカデミー２階

クリニックに常駐(8:00〜17:00)

しています。

2. 体調不良の際は必ず看護師かス

タッフへ報告してください。

3. 日本の対象の海外保険に加入し

ている方は、無料診察が可能で

すので、看護師に相談して下さ

い。

医療サービス



洗濯サービス

1.洗剤はアカデミーから提供します。柔軟剤は
持参するか、ランドリールームで購入できます。

2.利用時間：

男性(月・水・金)、女性(火・木・土)

月〜土曜日 10:00~19:00  祝日 10:00~17:00

3.利用方法
1. 洗濯物は１回につき７kgまで可能です。

2. ３階ライブラリーにてランドリークーポンを購入して
下さい。（１枚５０ペソ）

3.ランドリールームにてチェックリストとクーポン（洗
濯と乾燥なら２枚）をスタッフに渡して下さい。

4.洗濯物を受け取る際に全ての洗濯物があるか必ず確認

を行ってください。※他人の物が入っていた場合は、戻してください。

5.ジーパンや新しい服を洗濯に出す際は色落ちしたり縮
むことも考えられるので注意して下さい。

ドラム式洗濯・乾燥機



清掃サービス

1. EGIの寄宿舎の清掃は担当スタッフ
が週に２回行います。

８階：水、土曜日
９階、７階（オーシャン側）、６階
：火、金曜日

１０階、７階（シティ側）
：月、木曜日

2. 部屋の布団・シーツ類の交換は４週
間に１回行います。途中で交換が必要
な場合は２００ペソかかります。

3. 清掃がある日は、貴重品の管理に気
をつけ、大事な物は引き出しや、クロ
ーゼット内に保管して下さい。

修理サービス

1. 寄宿舎内で、異常や故障があった場
合は修理依頼を出せます。

2. 平日の8:00〜12:00までに、アカデ
ミー２階掲示板にあるWe can help

you というリストに依頼を申請して下
さい。スタッフが順番に修理をします
。

3. カーテンやブラインドには、ハンガ
ー等をかけないようにして下さい。破
損の原因となります。

4.修理は平日のみ対応となります。



インターネット

1.寄宿舎とアカデミー内には、無料Wi-Fi 

が設置してあり使用できます。

Blue Ocean Academy: blue123456

Blue Ocean Cafe: blue123456

Blue Ocean Hotel: blue123456

2. インターネットを多くの学生が使用す
るので、速度が遅くなる事もあります。

郵便物の受け取り

1. 日本から送った荷物は郵便局に
届くため、スタッフが郵便局へ
受け取りに行きます。受け取り
が必要な方はオフィススタッフ
に申請して下さい。

必要なもの：荷物の番号(送る際の
レシートに記載あり)

受け取り費用：
スタッフサービス(300ペソ)＋
郵便受け取り費(112ペソ)

合計：412ペソ



レンタルサービス

アカデミーではレンタルサービスを行
っています。
３階ライブラリーにて申請ができま
す。
チェックアウト時に必ず返却して下さ
い。

-ドライヤー ７５ペソ/２週
-ポケットWi-fi    １００ペソ/２週

※インターネット使用料は別途かかります。
例）３０日使い放題：１，０００ペソ

-南京錠 ２０ペソ/２週
-ハンガー１０本 ２０ペソ/２週
-スタンドライト ２０ペソ/２週

プールの使用

学生は、EGI Hotelのプールを毎日
無料で使用する事ができます。

利用時間：8:00~20:00 (毎日)

利用方法：研修期間が３週間まで
の学生は、アカデミー１階のガー
ドマンからクーポンを受け取る。

研修期間が４週以上の学生は、
IDを見せて使用可能です。
９週以上の方は更新が必要です。
スタッフへお知らせください。

※インターネットの契約は通信会社に対し
てお金を支払うためコネクションのエラー
等でもしもWi-Fiを使用できなかった場合で
も当校からの返金は一切できませんので予
めご了承下さい。生徒さんご自身で返金請
求を行ってもらう必要がございます。



2.アカデミー規定

1) 学習の規定

第２条
研修延長及び授業追加事項

1. 研修延長申請の受理は、アカデミーの定員に合わせて先着順で行い
ます。

2. 最短研修期間、最短研修延長期間は２週間です。
3. アカデミー指定の延長期間に延長申請を作成し、その後期間内に延

長費の支払いがされない場合は受理されません。
4. 延長費の支払いは申請後３日以内に行って下さい。やむを得ず遅れ

る場合は予めマネージャーへ相談して下さい。
5. 延長費は、申請後に研修延長が確定してからお支払い下さい。支払

い後、延長を取り消された場合、返金規定に則った金額を返金致し
ます。

6. 延長申請はアカデミー指定の申請用紙にて行って下さい。

第１条
事件・事故に対する責任

1. すべての事件・事故に対する責任は本人にあり、学校・寮および外
出先で発生した事件や事故に対して、アカデミーでは責任を負いか
ねます。

2. 個人の所持品の盗難時は、アカデミーでは責任を負いかねます。所
持品管理には十分に注意をし、貴重品は各自で管理をして下さい。

3. 自然災害時や航空会社の遅延問題、予想外の紛争などの不可抗力の
問題による授業の欠損や研修中断に対してアカデミーでは責任を負
いかねます。



第３条
授業および講師の変更

1. 学生はアカデミーが決定するレベル別クラス分けに従わな
ければなりません。

2. 正規授業は原則、１コマ４５分（短縮授業時は４０分）で

進行され、各授業の間には１０分間の休憩時間があります。

3. 授業に遅れてきた場合は５分～１５分までが遅刻、１５分

以上遅れる場合は、欠席扱いです。３回遅刻した学生は、

１回欠席扱いとなります。

また、同じ科目の授業を１ターム内(４週間)に３回欠席し

た場合にはドロップ扱いとなり、該当授業を受けることが

できなくなります。ドロップした授業に対する返金はされ

ません。

授業を欠席した際は休んだコマ数分の自習を、週末までに

消化しなければなりません。できなかった場合には警告処

分となります。

自習可能時間 平日：18:30~21:30

土日祝日：9:00~12:00/13:00~16:00

※すべてのレギュラークラスをドロップした場合は返金なしの即時退

校処分となります。

4. フィリピンの公休日には、授業が中止となります。公休日

が平日であった場合にも補講は実施しません。

5. 自然災害時、予想外の紛争などの不可抗力の問題による授

業の欠損や研修中断に対してアカデミーでは責任を負いか

ねます。

6. 担当講師は４週間ごとに割り当てられます。講師変更を希

望する場合はマネージャーへ相談して下さい。



7. 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で
きません。グループクラスが組めない場合は２時間のグル
ープクラスの代わりに、１時間のマンツーマンクラスを提
供します。

8. 正規授業にマンツーマンクラスを追加されたい方はマネー
ジャーと相談したのち、４週間７，０００ペソで追加する
ことが出来ます。

9. 授業と講師を変更したい場合はまずマネージャーと相談し
たのち、ヘッドティーチャーによるクラスの観察を行いま
す。その後講師のスケジュールに従い決定されます。ただ
し、講師やクラスの時間を選ぶことはできません。

10. 労働争議、講師の辞職、講師が学校方針を遵守しない場合
アカデミーは講師または科目を変更する権利を所有します

第４項
コース、カリキュラム変更

1. アカデミーはコースやカリキュラムの内容を事前告知無しに変更す
る権利を有します。



• アカデミーでは、２週間に１度、週の最終日のレギュラークラス後に
チェックアップテストを実施しております。
６週以上研修する方はターム最終日に必ずテストを受けていただきま
す。テストを受けた後、レベルが上がらなかった場合にも講師、スケ
ジュールは変更になります。

• ２週ごとにテストを自主的に受けたい場合も申請ができます。
申請時にレベルアップを希望するか、テスト結果の受け取りのみかを
選ぶことができます。２週目にテストを受け、レベルが上がった場合
には、講師とサブジェクトが変更となります。
※申し込みは(水)13:00まで

( 祝日等でテスト日が変更になる可能性があります。)

チェックアップテスト



2)生活の規定
第１条

所持品の保管

1. 個人の所持品の盗難時は、アカデミーでは責任を負いかねます。所
持品管理には十分に注意をし、貴重品は各自で管理をして下さい。

第２条
酒類の持ち込み及び飲酒

1. 授業後の飲酒は可能ですが、キャンパスとＥＧＩホテル部屋内に
酒類を持ち込むことは固く禁じられており、これらの場所で酒類
の所持を発見した場合には、警告処分となります。

2. ストーリーコンド、プールサイド、敷地内の飲食店で飲酒できる
のは平日・休日問わず22：00までとなっております。それ以降に
飲酒が発覚した場合は警告処分となります。

3. 複数の生徒が22：00を超えて飲酒していた場合、同席していた生
徒が飲酒していなくとも同様に警告処分を受けるものとします。

4. 飲酒後、他人へ暴行・危害を加えたり、学校の器物を故意に破損
した場合、またマネージャーの指示に従わない場合には返金なし
の即時退校処分となります。

第３条
同性・異性部屋への出入り禁止

1. 盗難やその他の事件・事故を防ぐため、寄宿寮の同性及び異性部
屋に出入りする事は固く禁じられており、他の生徒の部屋への立
ち入りを発見した場合は、警告処分となります。
※他の学生に迷惑がかからないように、21:00~7:00までは、部屋や廊下などで
は騒がないようにお願いします。

2. 外部の人をアカデミーの許可なしに、寄宿寮またはキャンパス内
に出入りさせる事は固く禁じられています。発見した場合には、
返金なしの即時退校処分となります。



第４条
外出・外泊

1. 学生は下記の時間内で外出が可能です。ただし、下記の門限に従
わない場合には、警告処分となります。
月曜日〜木曜日：授業終了後～22:00 金曜日：授業終了後～24:00

土曜日：6:00～24:00 日曜日：6:00～22:00

※次の日に授業がある祝日は日曜日と同じ門限となります。
(昼休み、ブレイクタイムでの外出は徒歩圏内のみ可能です。)

点呼方法 時間：22:00

９階のガードが各部屋を、アカデミーのガードがアカデミー内を周ります。
名前と部屋番号を申請し、チェックを受けて下さい。

注意事項
早く就寝する場合や、シャワーを浴びていて点呼に間に合わなかった場合は、９階もし

くはアカデミーのガードに自分でチェックを受けに行って下さい。
（21:00から22:00まで）

2. 平日の外泊は１週間につき２日間まで可能です。ただし、旅行計
画書をマネージャーに提出したのち、翌週の木曜日までに休んだ
コマ数分の自習を終わらせなければなりません。週末の外泊の申
請は、金曜日の17:30までに旅行計画書または、外泊申請書をマ
ネージャーに提出して下さい。提出した場合は、翌日の6:00以降
に帰宅となります。無断外出、外泊をした場合には、学校の規定
に従って警告処分となります。

3. 旅行計画書、外泊申請書を提出し受理された場合、記載された期
間内はアカデミー施設内に入ることはできません。

4. 旅行中に起こった事件・事故に対して、アカデミーは責任を負い
かねます。旅行滞在先では、事件や事故に合わないよう細心の注
意を心がけて下さい。

事件、事故が発生している24:00〜6:00の間は、
ホテルゲート内外への出入りを規制します。

午前０時前に帰宅するか午前０時を超える場合は、
外のホテルなどに滞在するようにして下さい。



1. 火災発生防止のため、寄宿寮内での電熱機器の使用及び炊事は禁
止です。発見した場合には、警告処分となります。

第６条
電熱機器の使用

第７条
ID着用と服装規定

1. アカデミーでは、学生と部外者を区別するために学生には学校Ｉ
Ｄの着用を義務付けしています。特に、キャンパスと寄宿寮への
出入り時には必ず着用するようにして下さい。

2. 学生は常に、授業を受ける際に適切な服装(露出の少ない服装)と態
度を心がけるようにし、守れない場合には教室への出入りを禁止
する場合もあります。

第８条
寄宿寮保証金

1. アカデミーのすべての寮はホテルの資産です。寄宿寮の施設を破
損しないようにして下さい。

2. 寄宿寮の施設を保護するため、保証金(Deposit)をいただいており
ます。施設の利用に問題がない場合は水道光熱費や教科書代など
卒業時に差し引き返金いたします。ただし施設に損傷があった場
合や水道光熱費が保証金を上回った場合などは追加で支払ってい
ただきます。

3. 生徒の違反行為の結果、アカデミーまたはホテルが施設内外で受
けた損害については、生徒本人が関連する罰金や賠償の支払いに
責任を負うものとします。

第５条
喫煙

1. キャンパス及びホテルの全ての建物内では、指定された喫煙場所で
のみ喫煙が可能です。

2. 指定された場所以外(教室内や寄宿寮、ベランダ、屋上)で喫煙を発
見した場合には、警告処分となり、また罰金が科されます。（一回
目５００ペソ、二回目１，０００ペソ）



第９条
その他の違反行為

1. 項目種類に関わらず警告行為を２回行った場合は１，０００ペソ
の罰金の支払いまたは、プレゼンテーションを行い最終契約書に
サインをし、３回行った場合は返金なしの即時退校処分となりま
す。

2. 寄宿寮、アカデミーで酒類の持ち込み及び飲酒、アカデミー指定
の喫煙所以外での喫煙、他の学生の部屋への入室、マネージャー
の承認なしに旅行、外泊は禁止です。

3. 退校処分を受けた場合は、如何なる場合においても返金は致しま
せん。卒業証明書の発行もされません。

4. 売春行為やドラッグ行為など発見した際は、返金なしの即時退校
処分となります。

5. 飲酒後、他人へ暴行・危害を加えたり、学校の器物を故意に破損
した場合には返金なしの即時退校処分となります。

第１条
入学後の研修中止について

1. 研修中止時の返金要求は、必ず書面にて申請して下さい。
2. 研修期間を２週間単位(レギュラーターム基準)で区分し、すでに始

まった研修期間に関して返金はされません。
まだ始まっていない研修期間に対しては学費と寮費の４０～６
０％が返金となります。(申請時期によって返金額は異なります)

3. 現地において研修中アカデミーの規則に沿わない行為により退学
処分を受けた場合は、如何なる場合においても返金は致しませ
ん。

3)返金規定

第２条
コース変更

1. コースを変更する際に返金が生じる場合、差額の５０％を返金致
します。追加での支払いが必要になる場合は１００％お支払い頂
きます。



その他の注意事項

1. ルームカードキーには、ルームナンバーのシールが貼っているため紛
失時に他人が部屋に出入りしないために、シールを剥がしましょう。

3. トラブルを避けるために、アカデミーではセキュリティガードとの外
出、異性講師と１対１での外出、講師との飲酒行為を禁止していま
す。

4. 体調などの理由で授業を欠席する場合には、必ず日本人マネージャー
に報告するようにして下さい。

2. カードキーを部屋に置き忘れた場合には、９階のセキュリティガード
の所へ行き、マスターキーで開けてもらい入るようにして下さい。（２
４時間）

ルームナンバーのシールを剥がす！

※カード紛失時は再発行に５０ペソの費用がかかります。



REMINDERS:

1.観光客の多いセブではタクシー運転手
による過剰請求が多発しています。

タクシー乗車前は必ずタクシーの会社名と車体のナ
ンバーが分かる写真を撮りましょう。
※乗車時にメーター使用を確認します。

2.もし、タクシーやトライシクル乗車時
に過度なチップを要求された場合は、証
拠として録音するか運転手やIDの写真を
撮っておきましょう。(危険を感じたら無
理をしないこと。)

3. 男女を問わず夜間に1人でタクシーに
乗るのは避けましょう。

4. 人が多い場所では、所持品のスリや置
き引きに気をつけましょう。横かけの鞄
や大きなリュックなどは避けるか気をつ
けて持つようにしましょう。

5.ウォータースポーツをする際は、必ず
ライフジャケットを着用しましょう。深
いプールでも注意が必要です。

6. バイクタクシーでの事故も多発してい
ます。(マフラーで火傷、運転時に転倒)

[Taxi]  

•EGI to SM Mall(Cebu city) → Php330～400

•EGI to Airport, Marina mall → Php230～250

•EGI to Gaisano Grand Mall → Php130～150
[Tricycle] 

•EGI to Gaisano Grand Mall → Php50～70

•EGI to Tamiya Php80～100
[Jeepney]

•EGI to Mactan New Town → Php7

•EGI to Marina Mall → Php10

Meter Driver’s ID



4. 現地でのお支払い

ピックアップ費 指定日

SSP 

ACR I-card

ID Card

教材費

総合管理費

洗濯代

延泊費

6,800ペソ
特別研修許可書

(6ヶ月有効)

3,500ペソ
外国人登録書

(59日以上滞在する学生は必須)

200ペソ キャンパス内は必ず着用

1,400ペソ/4週平均
コース・レベルによって

価格が異なる

300ペソ/週 研修期間分

50ペソ/回 洗濯機、乾燥機各50ペソ
(１回に最大7kgまで可能) 

3人部屋:1,500ペソ, 2人部屋:2,000ペソ, 1人部屋:2,500ペソ

800ペソ（1000ペソ）

5×5cm 写真 100ペソ 持参していない学生のみ

パスポートはオフィスにて卒業時までお預かりします。
週末にパスポートが必要な時は月曜日までにスタッフにお知らせ下さい。



ビザ延長費

ビザ 研修期間 ビザ費用

ビザ不要 2週~4週 なし(30日間ビザ不要)

1次ビザ 5週~8週 3,940ペソ

2次ビザ 9週~12週 5,210ペソ

3次ビザ 13週~16週 3,240ペソ

4次ビザ 17週~20週 3,240ペソ

5次ビザ 21週~24週 3,240ペソ

寮保証金

研修期間 ４週以下 ８週以下 １２週以下 １６週以下 ２０週以下 ２４週以下

費用 4,000ペソ 7,000ペソ 10,000ペソ 13,000ペソ 16,000ペソ 19,000ペソ

その他費用

項目 内容

水道・電気代 部屋毎の使用量によって、寮保証金から引かれます。

空港使用料 850ペソ (空港の国際線使用時に費用がかかります。)

※卒業する週の土曜日午前10時までには退寮となります。



OPTION CLASS

時間/曜日 17:15~18:00 月〜木曜日

内容
ギターを基本コードから習うクラスです。レベルに合わせて進行するので初心
者の方でも参加できます。 コードも知らないけれどギターを弾いてみたい、
勉強から離れて英語で音楽を楽しみたい、そんな方におすすめです。

Guitar Class

時間/曜日 17:15~18:00 1.月・水 2.火・木

内容
ズンバを英語で習うクラスです。ズンバとはラテン系の音楽とダンスを融合・
創作されたダンスフィットネスエクササイズです。運動不足を解消したい、リ
ズム良い音楽に合わせて楽しく踊りたい方におすすめです。

時間/曜日 7:00~7:45 月〜金曜日

内容
リスニングをもっと勉強したいという方向けに追加で行っている楽しいクラス
です。様々な話題や、活動、TOEICのリスニングセクションなどを通して受講
者のリスニング力を向上させます。

ZUMBA Class

Morning Listening Class

Basic Vocabulary Class

時間/曜日 7:00~7:45 月〜金曜日

内容
レベル１〜3の範囲の語彙を受講者に教えます。授業内でゲームをするので、
アクティビティをしながら楽しめます。アクティビティは先生が準備しますが、
受講者は単語を覚えて、適切に使うことができるようになるでしょう。

時間/曜日 7:00~7:45 月〜金曜日

内容

中級上級の語彙は英語の基礎となる４つの技能を高めます。
スピーキング・ライティング：代わりになる新たな語彙を学ぶことで、表現の
選択肢を広げられます。自分の考えを最適な表現で伝えられるようになります。
リーディング・リスニング：新しい語彙の用法を知り、なじみの単語になれば
読解、聴解の理解を深めやすくなります。それにより英語学習の目的を達成す
ることができるでしょう。

Eloquent Vocabulary Class

時間/曜日 17:15~18:00 月～木曜日

内容 初級者向けのスイミングクラスです。ばた足の練習から、クロールの泳ぎ方を
練習します。全く泳げない方向けのクラスです。

Swimming Class



OPTION CLASS

申請
2週間に一度申請が可能です。（ドロップした場合、次回のオプションク
ラスは申請することができません。）各クラス定員あり。レベルによっ
ては受講不可。受講者３名以上で開講されます。

欠席 2回授業を欠席した場合、ドロップとなります。

遅刻 遅刻は2回で1回欠席となります。

休講 公休日は休講となります。

オプションクラスのルール

時間/曜日 18:45~19:30 月〜木曜日

内容
様々な英語の音を習得することによる受講者の発音の向上を目的にしています。
アメリカンアクセントを習得し、より自然な発音を目指します。

時間/曜日 18:45~19:30 月〜木曜日

内容
文章の組み立て方を受講者に指導しライティングを通して会話力を伸ばすこと
を目的にしています。

時間/曜日 18:45~19:30 月〜木曜日

内容
中級の方にオススメのスピーキングクラスです。スピーチを通して、英語で話
す自信を身につけさらにスピーキング実力を身につける事ができます。

Basic / Intermediate Pronunciation Class

Intermediate Grammar Class

Intermediate Speaking Class

Working Holiday Program

時間/曜日 18:45~19:30 月〜木曜日

内容

ワーキングホリデー、海外での就労を予定している生徒へ向けたコースです。
イギリス英語の表現、発音を習得します。また履歴書などの書き方、面接の練
習も行います。このクラスを通してイギリス英語、アメリカ英語の両方で口頭
と書面でのコミュニケーション能力を集中的に学びます。

Pop song listening Class

時間/曜日 18:45~19:30 月〜木曜日

内容
音楽を聞くことを通して英語力を伸ばしたい初級者向けのクラスです。楽しみ
ながらリスニング、スピーキング、リーディング、ライティングの４つ技能を
使う機会にもなります。

Audio Visual Class

時間/曜日 18:45~19:30 月〜木曜日

内容
オーディオ・ビジュアルクラスは映画鑑賞を通して新たな単語、表現を学んだ
り、リスニング力の向上を目指します。また鑑賞内容についての自分の意見や
理解を述べることで発言することへの自信をつけることもできます。


