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【Welcome to CPILS】 

ようこそ Center for Premier International Language Studies (CPILS)へ 

  当校は、1994 年にフィリピン共和国の首都マニラにて英語を母国語としない人のための英語教育機関として誕生しました。

2001年により良い環境を求めて世界的にも有名なリゾート地セブ島にて最初の英語学校として開講しました。同時に初めて

日本人を受け入れた年でもあります。学校には、経験豊富で能力の高いフィリピン人講師を揃えており、多種多様にわたる 

英語学習法を提供すると共に、一連の課外授業も行っております。さらにセブ自慢の海が満喫できるスクールアクティブティや

現地の人たちとの触れ合いや異文化交流を通じて、貴方自身が英語の環境に浸りながら自然と英語が身につく当校独自の

英語環境を提供できるよう最善の努力を尽くして参ります。 

CPILS スタッフ一同、ご入学される方々を心よりお待ち申し上げます。 

 

 

 

Soyen V, Sameon  

Center for Premier International Language Studies 

Academic director (アカデミックデレクター) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校の位置】 

当校は、セブ・マクタン空港から車で３０分走ったところ

のセブ市内中心に位置します。学校周辺には、住宅や市

場など地元の人たちの生活感溢れる商業地域です。 

また、雑貨屋、スーパーマーケット、パン屋、なども徒歩圏

内にあるので、とても生活に便利な場所でもあります。 
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【学校概要】 

学 校 名   Center for Premier International Language Studies 

    (センターフォープレミアインターナショナルランゲージスタディズ) 

住   所   Benedict Bldg, M.J Cuenco Avenue, Cebu City Philippine 6000 

電 話   ＋63－32－416－7637  ＊現地のスタッフに繋がります。 

 

ガイダンスオフィス  授業変更や追加の相談窓口  月～金 8:00～17:00 

            その他相談窓口   月～金 8:00～17:00 

          

日本人スタッフ   学校１階のガイダンスオフィスに常駐しています。生活面において 

    日本語でアドバイスが受けられます。 

   

   食   事               月～日 朝食 7:00～8:30／昼食 11:30～12:50／夕食 17:30～18:40 

                         

売   店   日用雑貨品、食品類  月～金 7:00～23:00 

        土 10:00~18:00 / 日 15:00~23:00 

 

ランドリーサービス  ２～３日で仕上げ（無料）  【男子】月、水、金  【女子】火、木、土 

月～土曜日   7:30～10:50、 11:30~14:00、 17:30~19:00 

 

無線ＬＡＮ   校内 4 ヵ所にて無線ＬＡＮが利用可能 

 

自 習 室   自由に使えます。  月～日 6:00～26:00 

 

保 健 室   看護婦常駐／週１回は主治医による無料検診が受けられます。 

 

スイミングプール   学校と同じ敷地内にあります。毎日無料開放しています。 

月～日 6:00～23:00 

フィットネスジム   夜は無料で ABSやボクササイズ、フィットネスのクラスを開講しています。 

月～金 6:00～8:00＆16:00～24:00  土、日、祝日 10:00~16:00 

 

門   限   学校の規則として門限は必ず守ってください。 日～木 21:00／金、土 24:00 

                     ＊高校生以下は、平日、週末、祝日を含め、 21:00 となります。 
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【館内及び宿舎のご案内】              ○有り  ×無し    

インターネットルーム ○ ランドリーサービス ○ 給水口（冷水、熱湯） ○ 

無線 LAN専用ルーム ○ 映画鑑賞ルーム ○ ビリヤード ○ 

フィットネスジム ○ TOEIC ルーム ○ 卓球台 ○ 

屋外プール ○ 自習室 ○ 銀行、ＡＴＭ × 

多目的ホール ○ ビジネスセンター × エレベーター ○ 

カフェテリア ○ 旅行予約カウンター × 保健室 ○ 

ダイニングルーム ○ 郵便ポスト × 階段／非常階段 ○ 

売店 ○ 校内固定電話 ○ 部屋掃除サービス ○ 

【各部屋の備品】      ○有り ×無し ▲貸出有り 

 学校内の寮部屋 

ケーブルテレビ Ｘ 

エアコン ○ 

冷蔵庫 ▲（レンタル有） 

机 ○ 

コンセント（A,B3,C型） ２２０V ○ 

クローゼット、鏡 ○ 

温水シャワー、洋式トイレ ○ 

アイロン ▲（ランドリー前に有） 

ドライヤー × 

金庫 ▲（スタッフオフィスに有） 

ポケットwi-fi ▲（レンタル有、台数の限定） 

※セブの電圧は 220ｖとなりますので、電化製品(特にヘアードライヤー)は海外対応ができるものでご用意をお願いします。 

【フィットネスジム＆ダンスレッスン】        ○有り ×無し 

ランニングマシーン ○ マルチステーションベンチ ○ ヨガレッスン ○ 

エアロバイク ○ プロラットマシーン ○ サルサダンス（不定期開催） △ 

ステアマスター ○ レッグエクステンション ○ ABS ○ 

振動フィットネス機器 ○ ベンチプレス ○ ヒップホップダンス ○ 

シットアップベンチ ○ タンベル ○ ロッカー ○ 

シットアップボード ○ バランスボール ○ ロッカールーム × 

ウェイトトレーニングマシン ○ 体重計 ○ シャワールーム × 
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【出発から帰国まで】 

 CPILSスケジュール 

日曜日 
各自にて日本出発。セブ空港到着時間に合わせて、学校スタッフがお迎えに行っております。詳しくは、

本紙 8 ページ目をご参照下さい。 

 月曜日 

午 

前 

＊レベルチェック 

（筆記試験、リスニング、スピーキングテスト） 

午 

後 

オリエンテーション（学生証作成、ビザ申請など）     

担当 Student coordinator が英語で学校の施設案内    

学校近くのショッピングセンターへご案内（両替、買い物等） 

 火曜日 

～ 

 木曜日 

いよいよ英語研修スタートです。 

アットホームでフレンドリーなフィリピン講師と会話を楽しみながら 

英語レッスンをしましょう。 

夕方からは、無料で参加できるスペシャルクラスにて、Movie クラス、   

TOEIC クラス、発音矯正クラス、音楽クラスもあります。 

 金曜日 

午前 各レッスン４０分となります。 

午後 

修了式を行います。 

寮のチェックアウト手続き(部屋の保証金やパスポートの返金、光熱費清算)で 

完了となります。(但し、お部屋のご利用は日曜日の１３時までとなります) 

 土曜日 
セブ島で最後の１日を楽しんで下さい。 

 日曜日 

フライト時間に遅れないよう、各自にて空港へ向かって下さい。 

空港到着後、チェックインを行い、搭乗ゲートより出発して下さい。 

大変お疲れ様でした！！ 

 

【時間割】＊金曜日は各レッスン４０分となります。時間割は、現地学校にてお問い合わせ下さい。 

07:00～08:30 朝食 11:50～12:50 昼食 16:50～17:40 ９限目 

08:00～08:50 １限目 12:50～13:40 ５限目 17:40～18:40 夕食 

09:00～09:50 ２限目 13:50～14:40 ６限目 18:40～19:30 １０限目 

10:00～10:50 ３限目 14:50～15:40 ７限目 19:30～20:30 １１限目(自習) 

11:00～11:50 ４限目 15:50～16:40 ８限目 20:30～21:30 １２限目(自習） 
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【各クラスの特徴】 

 

 マンツーマンレッスン 

フィリピン人講師と１：１で行うマンツーマンレッスンでは、学生の長所や短所を

把握して、英語学習の基本となる 4 技能（聞く、話す、読む、書く）を総合的

にバランスよく学んでいただきます。 

 

  

 １：２レッスン 

英語初級者の１：８（ネイティブ講師）への準備クラスです。フィリピン人講師

1 名と 2 名の生徒で、ペアーワークと課題を通して英語の基本となる、聞く、話す、

読む、書くことを集中的に学習します。＊伸びしろを計るプログレステストで CPILS

規定のレベルを満たした場合１：８のネイティブ講師授業が受講可能となります。 

 

 

 

 

 １：４レッスン 

ディスカッションをベースとしたグループレッスンです。フィリピン人講師 1名に対して 

4名の生徒からなり、トピックについて意見交換などを英会話においてのコミュニケー 

ション能力などを伸ばしていく授業内容となっています。 

 

 

 

 

  １：８クラス 

１：８レッスンは、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア出身の講師陣との 

グループレッスンです。多くのクラスメイトと交流学習する機会を得ることが出来る

と同時に、教科書を通して各国の文化や習慣などを交えたネイティブ講師独自

のレッスン内容となります。 
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【スペシャルクラス】 

無料オプションクラスとして、毎週月曜～木曜まで各クラスにて開催されています。 

＊コースによっては受講不可となります。 

 

① TOEIC Class 

TOEIC 試験における過去問題を中心に、主要文法、単語、早解きのスキルなどを学んでいた

だきます。また、毎月第２土曜日に模擬テスト、第３土曜日には公式テストも受けられます。 

＊模擬テスト日と公式テスト日は、参加人数によって変更することがあります。 

 

② Pops English Class 

洋楽を通してスラング、構文など、英語をカジュアルに学びます。教科書では学べないような

「話し言葉」を沢山知ることが出来、英会話における単語や構文の引き出しを増やすことが

出来ます。 

 

 

③ Movie Screen English Class 

洋画を通してスラング、構文など、英語をカジュアルに学びます。映画の１シーンで使用されて

いる文法、単語、構文などをフィリピン人講師が説明し、参加生徒とその場で実践的に使用す

る場を設けたり、教科書では学べないような「話し言葉」を沢山知ることが出来、英会話におけ

る単語や構文の引き出しを増やすことが出来ます。  

 

 

④  Speech Improvement 

アジアンの苦手な Lや R の発音など、単語の正しい発音や文章の読み方を学びます。 

 

 

 

【リスニング強化クラス】＊月～木曜日 

日常会話をベースとしたリスニングクラスです。駅、空港、お店など、一般生活における様々な 

状況で話される英語の聞き取りに焦点をあて、「聞く力」を学びます。 
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【フィリピン 入国カード（記入例）】 

・カード提出基準は次のとおりです。 

＜入国カード＞ 

【すべてのフィリピン以外の旅券所持者(日本の旅券所持者)】は 

記入・提出が必要です。 

＜出国カード＞ 

【フィリピン旅券所持者】のみ必要です。(日本の旅券所持者は不要) 

 

 

 

 

  

様式は予告なく変更される場合があります。また、諸事情により、航空機内、空港では

本記入例とは異なる様式が配布されることがあります。係官によっては配布された様式

に書き直しを指示されることがありますが、その場合は係官の指示に従ってください。 
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【セブ空港到着時のご注意】 

 

お客様の VISA（査証）は、現地にて取得します。入国時は、無査証滞在で入国します。（３０日以内無査証） 

入国審査で質問されたら、観光（Vacation）で入国し、VISA手続きをする旨をお伝え下さい。 

例：I will apply for a visa extension (和訳：後日、ビザ延長の手続きをします) 

  

＜CPILS スタッフとの待合わせ場所＞ 

当校では、安全上の理由で入学前の生徒は、学校スタッフの付き添いで宿舎へ入館します。その

ため皆さんのフライト時間にあわせて、学校スタッフが空港でお待ちしておりますので、必ず合流して

から学校へお越し下さい。 

 

 

（写真は、CPILS看板とスクールバス） 

 

 

 

＜国内線にて到着の場合＞ 

① ①⇒④⇒②⇒⑭の順序に進む 

② ⑭を出て道路を挟んだ反対側もしくは 

右側のほうへ進むと CPILS スタッフが 

見つかります。☆マーク辺り 

 

 

 

 

＜CPILS スタッフの特徴＞ 

 “CPILS“と書かれたプラカードを 

持っています。 
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【国際線にて到着した場合】 

マクタン・セブ空港新ターミナルの到着～ピックアップまでの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①到着後は看板で案内がありますので、 

それに沿ってイミグレーションカウンターへ進みます↓ 
②イミグレーションで入国審査があります↓ 

④荷物ターンテーブルで荷物を受け取ります↓ ⑤荷物を受け取ったら、国際線の出口 

へ向かいます（出口は 1 か所のみ） 

入国からピックアップまでの流れ 

 ※もしスタッフが見当たらない場合はハンドブックに記載されてある緊急連絡先までにご連絡下さい。 

くれぐれも空港からは離れないようにご注意下さい。 

③入国審査が終わって階段を下りて荷物を

受け取りに向かいます↓ 

⑥外へでたら、スタッフが迎えに来ており 

ますので合流します↓ 

入国審査時 に下記の書類が必要となります。 

① パスポートと入国カード  

② E-チケット 

③ 入学許可書 

④ 連絡係の ID の写し（別紙）➡緊急のみ 

=============================== 

・ ①以外の書類は提出を求められた場合のみ提示ください。 

・ 入国カードには入国目的を Vacation（観光）にチェックをして頂く様   

  お願い致します。 
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【CPILS学校のイミグレーション担当者 ID カード＆連絡先】 →事前に見せる必要はありません。 

※下記の ID と連絡先は入国際にイミグレーションで困った時や緊急時のみお見せください。 

イミグレーションの人と学校のスタッフが直接お話できます。  



12 

 

【持ち物チェックリスト】 

 持ち物 用途 

 航空券 片道航空券では入国できません。 

 パスポート 残存期間６カ月＋滞在日数が必要となります。 

 電子辞書 レッスン時にあると便利です。 

 自習用テキスト 1:1 レッスンや自習時間のときに学習したい教材として 

 筆記用具 日本製の筆記用具のほうが現地の物より使い易いです。 

 通学かばん テキストや筆記用具を持ち運ぶための手提げ袋 

 虫除け／日焼け止め 
外出時にあると、とても便利です。 

 ウェットティッシュ 

 マイボトル こまめに水分を取るためにご自分用のボトルをご用意下さい。 

 目覚まし時計 各自で用意頂くものになります。 

 常備薬 風邪薬、胃薬、頭痛薬、うがい薬、のど飴など 

 カーディガンや長袖の羽織れる物 館内は冷房が強いので、１～２着ご用意下さい。 

 日本のインスタント食品 レトルトカレーや味噌汁、ふりかけなど 

 ハンドブック セブ到着時のスタッフ待合わせ場所など確認出来ます。 

  ＊証明写真は現地にてお撮りますので、事前に用意する必要はありません。 

【現地費用】 ※現地費用に関しては現地にて変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

1) 学生許可書ビザ申請料（Special Study Permit） 6,500 ペソ／約 16,250円／6 カ月間有効 

2) 滞在ビザ延長料 

（上記の学生許可書とは別に、滞在が 30日間を超える方は、30日毎に滞在ビザの延長が必要となります。） 

1回目 滞在 5週以上 8週以下  3,630ペソ／約 8,000円／最高 59日間滞在可能 

2回目 滞在 9週以上 12週以下  4,900ペソ／約 10,780円／最高 89日間滞在可能 

3回目 滞在 13週以上 17週以下の方 2,940ペソ／約 6,500円／最高 119日間滞在可能 

4回目 滞在 18週以上 21週以下の方 2,940ペソ／約 6,500円／最高 149日間滞在可能 

5回目 滞在 22週以上 25週以下の方 2,940ペソ／約 6,500円／最高 179日間滞在可能 

3) 外国人登録証申請料  ３,3００ペソ／約７,3００円 

（9週間コース以上の方全員に申請が義務づけられております。） 

4) 教材費    約２，１００ペソ／約５，５００円／１～４週間分  

（各コースやレベルによって使用するテキストが異なり、テキスト代も変わってきます。） 

5) 寮の光熱費   約１,8００ペソ／約 4,0００円／４週間分 ＊使用量により異なります。 

6) セブ空港お迎え   ８００ペソ／約２,１００円  

7) 施設管理費   4００ペソ／約 9００円 (1週に付き) 

8) 学生寮保証金         ３,０００ペソ／約７,７００円 ＊退寮時に返金します。 

 



13 

 

 

【CPILS規約同意書】 

 

1. CPILSは必要によって開講日、教科課程及びプログラムを変更する事が出来ます。 

2. コース開講日以降、返金対象は滞在残存期間が 4週間以上 (4週間コースは除く) 残った場合のみ残り期間の 

授業料と宿泊費の 50％が返金されます。 

3. コース変更は残存期間が 4週間以上残った場合に申込が可能となります。また、コース変更により発生した差額の 

   50％が返金されます。 

4. 欠席により参加できなかった授業に関しては返金及び補習授業はありません。 

5. 休日、祝日は授業がありません。また、一部の学校施設も利用できません。これによる別途の補習授業や返金は 

   ありません。 

6. レベル分けテストの結果により生徒様のレベルが一定の授業レベルに到達しなかった場合は別途の教育課程で再編成 

  されることがあります。 

7. 相当な理由の上で生徒に退学処分が下された場合、CPILSは生徒の家族や代理店にその結果を通知します。 

  また、返金は一切しません。 

8. 講師のストライキや休暇及び退職による Native Speakerの 1：8授業が行われなかった場合はフィリピン講師による 

  1：8授業に振り替えます。また、講師ストライキや休暇及び退職によるクラスの受講が不可能な場合は他の講師に振り 

  替えます。 

9. 寮室を upgrade した場合は追加費用が発生し、downgrade した場合の返金はありません。 

10.全ての返金は生徒の退室日から 40日以降 60日以内に処理します。但し、返金書類に不備があった場合は 90日 

   までとなる場合があります。 

11.ビザ延長、SSP発行、授業、寮室の変更、アクティビティ、医療行為などにより追加料金が発生する場合があります。 

12.CPILSの正規入学以外の者の訪問可能な日時は月～金曜日 09：00～11：00 および 14：00～16：00 のみ 

   可能です。出入り可能な場所はロビーと売店のみとなり、寮室及びその他の施設の出入りは安全管理上の問題により厳

禁とします。 

13.21時以降は生徒の休養および就寝のため、静粛にしてくださるようお願いします。 

14.貴重品や身の回りの物については自己責任にて十分な管理をお願いします。また、 

 CPILSは学校内または校外で現金や携行品の紛失(盗難)あるいは損害が発生しても一切責任を負いません。多額 

 な現金の保有が必要となった場合、ガイダンスオフィス内にある貸し金庫を一時的に利用できますが、長期に渡るお預か 

 りはできません。できる限り多額な現金の保有はしないでください。 

15.CPILSが提供するサービスが非常変災や政変もしくは航空の遅延及びキャンセルなどの不可抗力により実施されなかった

場合、CPILSおよび代理店はいかなる責任も負うことはありません。また、校外活動などを学校側の書面許可を無しに 

   実施した場合の損失、損害のいかなる責任も負いません。 

16.不明瞭な目的で生徒様を主導、勧誘、集会などを開き、CPILS に損害を与えた場合、CPILSは首謀者である生徒に 

   警告なし退学させ、被害額について相当の損害賠償の請求をする場合があります。 
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【学校の管理規定】 

※学校の規定は到着される時期によりペナルティーの点数が変更になる場合がございます。 

  必ずオリエンテーションの際に再度内容の確認とご注意をお願いします。 

 (授業時間より 10分以上遅刻した場合には欠席と見なします。) 

1. 授業及び Self-Studyなどの決められたスケジュールに欠席した場合 ➠2点及び授業は取り消し 

(当日の欠席に限り看護士及び医師の意見で病気等などと判断された場合、罰点は加算されませんが、出席率には反映 

されます。ご注意下さい。) 

2. 授業時間に英語以外の言語を使った場合 ➠１点 

3. 授業時間に辞書以外の用途で携帯電話やノートパソコンなどの電子機器を使用した場合 ➠１点 

4. Family room を含める異性間の部屋を出入りした場合 ➠10点※事前警告なしに直ちに退学処分 

5. ギャンブル(カジノ出入りを含む)、窃盗、暴力及びその他の犯罪行為(違法行為)を犯した場合 ➠10点 治安が良くない 

ビキニバー、ゲイバー、事件多発地域(マンゴ-スクエア)は出入り禁止 ※事前警告なしに直ちに退学処分 

6. 寮の中でごみを捨てたり、火災の危険性がある機器を配置または使用した場合 ➠5点 

7. 授業及び自習などの決められた時間に遅刻した場合 ➠1点 

8. 配置が決定された学校の寮室をスタッフへの相談無しに変更した場合 ➠2点 

9. 決められた喫煙場所以外での校内や部屋での喫煙 ➠5点 

10. 校内へ酒類の持ち込み、または飲酒行為を行った場合 ➠10点 ※事前警告なしに直ちに退学処分 

11. 無断で外出及び外泊をした場合 ➠5点 

（外出及び外泊許可書と内容が異なる外出及び外泊の場合も無断外出及び無断外泊と見なします。） 

12. 講師、スタッフ、または警備員の正当な指示に従わなかった場合 ➠5点 

13. 学校の善良な雰囲気や他人の平穏な寮生活を脅かす恐れがある行為があった場合 ➠3点 

14. 他人の ID カードなどの盗用や不正使用(貸し借り)した場合 ➠10点 
※事前警告なしに直ちに IDガードの持ち主を含め、全員退学となります。） 

15. 必要提出書類等の不適切な補正、改ざんをした場合➠10点※事前警告なしに直ちに退学処分 

 PENALTY 

6点 毎週 金曜日 外出禁止 

8点 毎週 金曜日、土曜日 外出禁止 

10点以上 退学 

＊罰点による罰則は滞在期間中に適用され、学校からの別途テストを受け、その結果により罰点の削減となります。 

 

➢ 上記の規定を違反した場合、学校側は違反した生徒の名簿を掲示板に掲示します。 

➢ 退学の場合は学校の寮から直ちに退室となり、CPILSはその内容を御家族や代理店に報告します。また、退学の場合は 

   修了書を発行せず、返金も一切しません。 
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緊急時連絡体制／緊急連絡先 

【学校内】 

緊急の病気・事故等の場合 

 学校スタッフの勤務時間内はガイダンスオフィスへ連絡 

 学校スタッフの勤務時間外は当番のスタッフ部屋(ガイダンスオフィスの入口に表示)へ連絡。 

 クリニック（月～金）8:50～21:00 （土）お休み （日）18:00～22:00 

 

学校提携の病院 --------------- 『セブドクターズホスピタル』学校からタクシーで約１５分 

 

【日本人担当スタッフ】（日本語 OK／ガイダンスオフィスにいます。） 

滞在中の困ったこと・病気・悩みなどお気軽にご相談下さい。 

 日本人スタッフ：斉藤隼水(サイトウ ハヤミ)、月～金 ８:00～17:00 

緊急連絡先 TEL ＋６３－３２－４１６－７６３７ 

現地 CPILS スタッフにつながります。 

  日本人スタッフ携帯電話 ＋６３－９１７－３０３－５２６５ (Mr. 斉藤)  

 

【日本国内】 

CPILS日本オフィス  

TEL ０３－５６７６－２５３０（月～金 9:30～17:00／土、日、祝日 お休み） 

 

緊急連絡先：０９０－９９５７－５１６４（MR. 大浦） 

０7０－２１７４－６７９２（MS. ウォン） 

※申し訳ございませんが、携帯の緊急連絡先は土・日・祝日のみ繋がります。 

平日は CPILS日本オフィスにご連絡ください。 

 

現地で地震や台風などの被害報告は、下記のブログにて現地の状況をお伝えします。 

 

Facebook：CPILS  Facebook で検索すると見つかります。   


