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Dreams come true

IN CG ESL CENTER
ＣＧアカデミーは２００４年３月にオープンして以来、インテンシブな授業を提供しており、生徒一人ひとりをしっ
かりとサポートして参りました。

生徒の自主性を尊重しつつ、徹底管理されたレッスンを提供させて頂いております。さらに英語のみならず、異
なる地域の人々と相互に知識と経験を共有する事により同時に異文化交流が出来る機会があるのも本校の魅
力のひとつです。

また、基礎からしっかりと学べる入門レベルをはじめ、初級レベル、中級レベルそして上級レベルと大きく４段階
に分かれるカリキュラムを準備しており、ネイティブスピーカーを筆頭に、経験豊富な先生達によりスピーキング
は勿論、 発音矯正やリスニング、リーディング、同時通訳など様々な目標に柔軟に対応できるようになっており
ます。

本校スタッフ一同、常に皆様がより快適に勉強に取り組める環境をご提供出来るよう最善を尽くしております。
あなたの夢を 経験豊富で実績のあるＣＧアカデミーが応援致します。

是非 ＣＧで一緒に 夢を叶えましょう！

PAP大学付属MOA 締結 フィリピン移民局SSP認証 フィリピン教育部TESDA認証 フィリピンSEC認証 セブ語学院協会会員

Mactan
Airport

SM
Mall

観光地として有名なセブにあるアカデミー
快適でおしゃれなリゾート風 学校施設

確実なものにするインテンシブ プログラム

学校から所要時間…

Caisanoモール 約 5分
空港 約 30-40分
マクタンリゾート 約 40分
ＳＭモール 約 15分
Ayalaモール 約 20分
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高級感あふれるヨーロッパ風リゾート型施設
•    拡大移転し、一層より華やかになったリゾート型　新CG ESL Centerアカデミーの寮 
•    プールや熱帯樹木、またプール横にある休憩スペースにはBeach chairがあり、学生に休息空間として大人気
•    外観からもリゾート風の涼しい雰囲気を堪能

学生個別 徹底管理
•    学生、一人ひとりを担当のマネージャーが研修開始より修了までしっかりと集中管理
•    各担当講師により学生のレベルに合わせ教材を選び授業を進行、毎月レベルテストの結果を評価し個人相談を

通して学習方法のアドバイス及び管理
•    毎月最終金曜日は正規レベルテスト（READING/LISTENING/SPEAKING/WRITING）を通じて、自ら各科目別のレ

ベルアップや実力の把握及び見直しが可能

快適な勉強及び生活環境提供
•    机、椅子、棚、スタンド、ベッド、エアコン、化粧室が備えられており、各部屋にて無線インターネットを無料で利用

可能
•    学院内プール、Gym、バスケットボール場、卓球場、ジョギングトラック、売店、図書館、会議室、インターネット室

(Wi-Fi Zone)など便利施設あり

PAP大学付属ESL Center
•    CGアカデミーはPAP大学の公式大学付属ESL Centerであり、ＣＧ本校で研修を修了したすべての学生にPAP大学

ESL課程を修了したという公式Certificateを発行

CGは最大１５０名規模のセブで根強い人気校です。
毎日学生の英語力向上、健康、宿題などを確認し家族的なアットホームな雰囲気の中、
学生一人ひとりに対して誠意を持って管理させて頂きます。

一日最大12時間授業
•  月曜日 ~ 木曜日、 午前8時より 午後10時まで 経験豊かな先生たちによる授業提供
•  金曜日は 午後5時までの授業
•  平日 外出禁止の為, しっかりとお勉強に専念して頂ける環境による集中管理

1：1授業 一日4～5時間 提供 (セブ最大)
•  フィリピンだからこそ出来る 1：1クラスを最大に強化
•  インテンシブ ESL コースの場合、1日４時間の1：1クラス
•  プレミア ESL コースの場合、1日５時の1：1クラス

1：4グループクラス 最大４名 小人数制
•    大人数制グループクラスというより、最大1：4という少人数制グループクラス運営により、 

一層授業に集中できるアットホームな雰囲気での授業参加が可能
•  様々な科目がご用意されており、学習目的に合わせて選択可

最高の講師陣 
•  最高の講師陣による、一人ひとりの学生専用の担当講師による授業システム
•    講師陣のレベルを維持するため、毎月レベルテストを実施 

 各自、持続的開発と発展を目標とする自己管理が優れている講師のみがCGの講師として学生を担当

EOP(English Only Policy) 実行
•  極力最大限に英語力を向上させるためにきめられた時間内は全て英語のみを使用する生活を徹底管理
•  EOP時間：午前８時より午後４時５０分まで
•  管理地域：寮内 及び オフィス以外 全ての学校内
•  EOP解除：昼食時間 及び Eveningクラス以降

メリハリのある
インテンシブなアカデミー
“快適でおしゃれなリゾート型”

CGアカデミー
特徴

ABC
ABC

Level Up
Test Contest Essay Vocabulary

Test
定期的

学習管理
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SCHEDULE

      1：1クラス
Speaking & Listening / Pronunciation / 
Reading & Writing /  
Specialized Professional Vocabulary / 
Free conversation / Educational field trips / 
Vocabulary development

       TOEIC クラス
•    Listening / Reading & Vocabulary / Grammar /  

Speaking 
•    模擬試験4週2回実施

      1：4クラス
•    Global Business English (Native Speaker)
•    American English Conversation (Native Speaker)
•    CNN / Daliy Expressions & Survival English
•    Media / Debate & Argumentation / Forms Of Listening
•    Public Speaking & Speech Communication
•    Creative Writing / Oral Conversation & Listening
•    Intensive IELTS Preparation Course
•    Fundamental Guide To Effective Writing
•    OPIC / Intensive Approach To The New TOEIC Listening
•    Tactics For TOEIC Speaking / Supplementary English

クラス構成

セブCGアカデミー レベル構成　 
及び プログラム

Intensive ESL Course

Premier ESL Course

TOEIC Course

TOEIC Premier Course

８段階のレベル分け １日 １２時間 授業

１：１[４時間] + １：４[４時間]
＋ Evening Class (１時間：文法、TOEIC Listening、IELTS) 又は Self study
＋ Vocaburary Test ＆ Essay (１時間)＋ Self Study (2時間)- Option

１：１[５時間] + １：４[３時間]
＋ Evening Class (１時間：文法、TOEIC Listening、IELTS) 又は Self study
＋ Vocaburary Test ＆ Essay (１時間) ＋ Self Study (2時間)- Option

Level １～４ - TOEIC点数によるレベル分け
１：１[４時間]（Listening、Reading ＆ Vocabulary、Grammar、Speaking) + １：４[４時間]
＋ Evening Class (１時間：文法、TOEIC Listening、IELTS）又は Self study
＋ Vocaburary Test ＆ Essay (１時間) ＋ Self Study (２時間）-Option

Level １～４ - TOEIC点数によるレベル分け
１：１[5時間]（Listening、Reading ＆ Vocabulary、Grammar、Speaking) + １：４[3時間]
＋ Evening Class (１時間：文法、TOEIC Listening、IELTS) 又は Self study
＋ Vocaburary Test ＆ Essay (１時間) ＋ Self Study (２時間) - Option

時間 授業 プログラム
07:00 ~ 08:00 朝食時間

08:00 ~ 08:50 １時間目

1:1 又は 1:4 クラス
09:00 ~ 09:50 2時間目

10:00 ~ 10:50 3時間目

11:00 ~ 11:50 4時間目
12:00 ~ 13:00 昼食時間
13:00 ~ 13:50 5時間目

1:1 又は 1:4 クラス
14:00 ~ 14:50 6時間目

15:00 ~ 15:50 7時間目

16:00 ~ 16:50 8時間目

17:00 ~ 17:50 Evening Class (１時間)
18:00 ~ 19:00 夕食時間
19:00 ~ 19:30 Vocabulary Test (３０分)

19:30 ~ 20:00 Essay (３０分)

20:00 ~ 22:00 Self Study (2時間) - Option

1:4
Group Class

英語の基礎となる能力を
身につけることを目的とし

文法をはじめ重要なイディオム
スピーキング、リスニング、

ライティングの
練習及び訓練

1:1
Class

Evening
Class TOEIC

1：1ならではの
ご自分だけのクラスの為

集中的に弱点や不足部分の
強化をすることが可能。
そして希望される学習方 

法が受けられる。

文法、TOEICリスニング、
IELTSなどご自身でレベルアップさせ

たいと思う部分や全体の英語の
レベルのばらつきをなくす為の

集中学習。

試験の形式と内容を熟知し
学生の強点と弱点を診断す 

るため試験結果を確認 
し授業進行。

1 Elementary

2 Low Beginner

5 Low Intermediate

6 Mid Intermediate

7 High Intermediate

8 Advance

3 Mid Beginner

4 High Beginner

※ 金曜日は８時間目までの授業となります。

1:4  Group Class
 Global Business English (Native Speaker)
Students have the opportunities to practice business job interviews, 
polite expressions and understand how to develop business documents, 
presentations, etc.

 Creative Writing
Students express anything: their thoughts, feelings, emotions and 
imaginations through writing poems, love letter, thank you letter, etc… 

 Oral Conversation & Listening
The Communicative approach involves students in real communication 
as often as possible, as well as teaching listening strategies that can be 
applied outside the classroom, in real-life situations. Students learn 
interactive classes which uses English at all times to focus on improving 
primarily two skills in oral track: Listening and Speaking.

 Intensive IELTS Preparation Course
LISTENING & SPEAKING is a part of the English language program which 
develops their skills and strategies for both English language study and 
IELTS preparation. This course aims to prepare students with the skills 
and strategies they need to undertake the IELTS test with confidence and 
to succeed in the IELTS examination. This will give students intensive 
practice in each module, making sure you know exactly how to make 
best use of your time.

 Fundamental Guide To Effective Writing
This class will help students generate writing topics while providing 
guided practice of appropriate vocabulary and grammar. This will also 
provide students with the opportunity to read a model text and to focus 
on the elements of writing as well as reading comprehension. The class 
covers the following: Writing, Rewriting, Editing and Journal Writing.

 OPIC
The Oral Proficiency Interview-Computer (OPIC) is an international test 
of spoken language proficiency. The OPIC measures how well you speak 
a language by comparing your performance with the criteria described 
in the ILR Language Skill Level Descriptions- Speaking. Students select 
the set of statements that they believe most accurately represents their 
ability. Build and boost confidence to communicate the outside world.

 Intensive Approach To The New TOEIC Listening
The test of English for International Communication, also known as 
TOEIC, measures the ability of students to understand English and 
standardize multiple choice questions. It is offered to the students in 
all levels in order to score well on the new TOEIC test specifically to the 
new listening category and to achieve two main goals: to improve 
proficiency in English and to improve test-taking skills.

 Tactics For TOEIC Speaking
This is designed to measure the ability to communicate spoken English 
in the context of international workplace. This test is composed of 
eleven tasks and takes approximately twenty minutes to complete. This 
is to provide information about the language ability of speakers across 
the range of language proficiency levels.

 Supplementary English
“NO STAGGERING AND MURMURING ANYMORE” is the slogan for 
this class. This is a subject where in, students are provided with the 
vital parts of the English Language such as PHRASAL VERBS, USEFUL 
EXPRESSIONS & IDIOMS.

 American English Conversation (Native Speaker)
This course provides a complete American English experience with a 
native speaker, functional grammar, useful vocabulary and common 
American expressions spoken in everyday life.

 CNN 
Students learn the current news & issues across the globe. Teachers let 
the students watch and / or hear the news and deliberate the issues in 
debate or discussions settings. 

 Daily Expressions & Survival English
Students have the chance to be well-acquainted with quite a lot of 
expressions, words for hotel accommodation, airport and restaurant 
service and more. Now they can learn and practice more key English 
words, phrases, expressions, questions and answers especially fit for 
students who like traveling abroad.

 Media
Students develop their skills in giving constructive criticism, presenting 
issues and voicing out their review through watching movies, hearing 
songs and learning product advertisement. This class is tremendously 
entertaining. 

 Debate & Argumentation
The speaking activities are in everyday themes and more controversial 
issues, earnest conversation taking into consideration a subject or topic 
with a group. This helps student build their confidence and sharpen 
more the idea created in their minds. It also helps them have a sense in 
the world, stimulate through wonder and explain through interaction, 
reflection and recall. 

 Forms Of Listening
Students are determined according to their ability to identify and 
understand what others say. Structural patterns help them grasp the 
information and what it is trying to convey. 

 Public Speaking & Speech Communication
This specific subject helps students develop their confidence and fluency 
in a deliberate manner, intended to inform, influence or entertain the 
listeners.
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7：00 ~ 7：50
起床 及び 朝食時間

CGでは規則正しい生活が鉄則。
朝から開放感あふれる雰囲気で風と  
日差しを感じならが しっかりと 朝食をとり、 
通学時間が必要ないため ゆっくり 授業の準備可能。

17：00 ~ 17：50
EVENING CLASS

EVENING CLASS  
４つのコースより選択 (GRAMMAR，TOIEC LISTENING，IELTS、SELF STUDY)
1：1 / 1：4で 不足している部分を補足できるクラス
学習目的に合わせて選択可能。

いよいよ 授業開始！
1：1 クラス または 1：4 クラス ランダムです。

8：00 ~ 16：50
1：1 or 1：4 クラス

1：1 CLASS (５０分 /１コマ) 
コースによっては ４コマ ~ ５コマ 受講決められ
た先生と 向かい合い、自分のレベルにあわせて
しっかりと 教えてくれます。何よりも ご自分の
学習目的に合わせて勉強ができるのが CGの一番
の長所！

LUNCH TIME (12：00 ~ 13：00)
授業の合間合間の１０分休みに行われるEOP
から開放され この時間は 母国語での会話が可能になり 仲間達
と賑やかな時間が過ごせ、ゆっくり休むことも出来ます。 
* EOP(Enlish Only Policy) 決められた時間英語のみ！

1：4 CLASS (５０分 /１コマ) 
コースによっては 3コマ ~ 4コマ 受講ＣＧ特徴 最大４名という少
人数制グループクラスになり多種クラスを準備しております。
レベルに合わせて 選択可能

DINNER TIME
(18：00 ~ 19：00)

19：00 ~ 20：00
VOCABULARY TEST ＆ ESSAY NOTE 作成

VOCABULARY TEST
１日２０個の単語と１０個の文書作成テストの結果によって週末の外出禁止が左右する。

ESSAY NOTE作成
毎日日記代わりに英語をかくことにより、語彙や文法の整理が出来、書いたノートは翌日に
添削されて帰ってくるという徹底システム！

20：10 ~ 22：00
SELF STUDY

SELF STUDY (OPTION)選択可能
一日のまとめをしたり、予習をしたりと 有効活用
出来る時間。EESAY NOTE作成が終わらない場合
この時間も利用できる。自習室は夜中１時まで可能。

での 一日の流れCG 
Cebu Globalization ESL Center Inc.

8 9



ACTIVITY
楽しいアクティビティと 一緒に！
そして　CGアカデミーと 一緒に！

CENTER
セブ最高の環境 CEBU CGアカデミーで 英語の

レベルアップを目指しましょう

1110

寄宿舎 全景

学校内 全景

バスケット場

1人部屋

3人部屋

休憩所

2人部屋 4人部屋

食堂



NAME： TOSHI
ＣＧでの３ヶ月を終えて

ＣＧに来る前は英語にかなり不安を抱えていましたが、今では文法や単語にこそ問題があるものの会話には一切の恥ずかしさ
や躊躇がなくなりました。３ヶ月は長いようで短いような時間でしたが、よかったポイントとしては今後も付き合っていける仲間
が日本と韓国に出来たことです。

３ヶ月間ＣＧに滞在しましたが平日外出禁止な分土日は思いっきり遊ぶことが出来ました。学生マネージャーの方がサッカーを
企画してくださったり、仲間とスキューバダイビングに行ったりと本当に楽しい時間を過ごしました。

サッカーでは他校と親善試合をしたり、フィリピンのキッズと試合をしたりと、フィリピンに来てまさかサッカーが出来ると思っ
てなかったので、企画してくださった学生マネージャーの方には本当に感謝してます。

スキューバはライセンスを持っていたので深くまで潜ることが出来ました。フィリピンの海は本当にきれいで魚もたくさん見るこ
とが出来ました。オスロブではジンベイザメと触れ合ったり他の島ではゆっくりバカンスを楽しんだりと南国を満喫しました、
中でもボホール島は最高でした。学校の休みを利用して２泊３日で行ったのですが、教会を含め、歴史的に貴重な場所を訪れ
たり、ゆっくりと浜辺でくつろいだりと。気が付いたら３日が過ぎていて、現実に戻るのがつらかったです。笑

勉強に関しては外出禁止もあってか、１２時間という膨大な時間も何とかこなすことができました。おそらく外出禁止がなかっ
たら、飲み歩いて次の日の授業に出れない、といった感じになっていた気がします。苦手だったリスニングはフォーカスして勉強
したわけではありませんが、先生との会話の中で耳が慣れていったのか苦手意識を克服することが出来ました。マンツーマン
では先生によって様々な印象を受けましたが、本当に疲れているときは会話を楽しんだり、勉強に集中するときは集中して講
義をするといったメリハリがあるクラスが多かったのが印象的でした。

特によかったのが、月曜日に単語を学び火曜日はその単語を使ったライティング、、、とい
ったようなオーガナイズドされたクラスが役に立ちました。グループクラスのディベートで
は時には熱くなり、口げんかみたいになってしまうこともありましたが最後には笑って楽し
い時間が過ごせたと仲間と検討しあうことが出来ました。他にも楽しいと思ったグループ
クラスはたくさんありましたが、ディベートが一番よかったです。

食事にに関しては韓国料理がメインだったため、最初の頃は辛いと感じることが多かった
ですが今では辛いものが好きと思える程慣れました。特にビビンバは周りの学生からの評
価も高く、月に１度ほどでるビビンバを毎回楽しみにしていました。

学生が住んでいる寮に関しては、正直住み心地がいいとはいえませんでしたがフィリピン
ということを考えれば悪くない環境だったのかなと思います。雨の日にシャワーが出なくな
ったり、ＷＩＦＩがとまってしまうのが改善されればかなりいいかなと思います。

３ヶ月を通しての成長の度合いはミドルビギナーレベルからミドルインターまで行くことが
出来たので概ね満足しています。

勉強だけでなく多くの経験をすることができ本当によい時間を送ることが出来ました。Ｃ
Ｇで学んだ勉強方法や経験を活かして今後も英語の勉強を頑張っていきたいです。また、
将来オーストラリアにワーキングホリデイに行きたいと思っているので、たくさん友達を作
りたいと思います。

DREAMS COME TRUE
C E B U  G L O B A L I Z A T I O N

NAME: MIKE

1. この学校を決めた理由は何ですか？

費用対効果、授業数が1日9コマ (Evening classも含め) あるのに対してコスト他校に
比して安い。

2. どのようなカリキュラムで授業を受けていますか？

1：1クラスが4コマ、グル－プクラスが5コマ (Evening classも含む) 現時点においては、
午前中に1：1クラス2コマ、グル－プクラス2コマ午後に1：1クラス3コマ。

3. カリキュラム内容と講師の質に満足していますか？

授業数が多いという点、また1：1クラスとグル－プクラスの割合についても満足している。
率直に言うと講師の質はどこも同じ(他校と比しても)というイメ－ジ。 
そうであればコストの低さを重視するのが妥当。

4. 学校内の英語使用環境（ＥＰＯ）はどうですか？

授業中はもちろん英語のみ。それ以外の時間帯は各人の意識次第。
英語を使用したい方は英語を使用しているし、そうでない方は母国後を使用している、尚、重要掲示物は日本語もしくは韓国語。

5. 何か問題が起きた際の学校側の対応はどうですか？

日本人スタッフが常に事務所にいるので何かあれば迅速に対応してくれている。
学習面や生活面でも気軽に日本語で相談できるので心強い。

6. 部屋環境、ＷＩＦＩ環境、食事面には満足していますか？

各部屋に、それぞれバス及びトイレがあればベスト。ＷＩＦＩ環境は天候しだい。雨が降るとＷＩＦＩへの接続が困難になる。し
かし以前いたセブ市内及びマクタン内の学校に比べればはるかにＷＩＦＩ環境は良い。また食事についても同様。不満はない。

7. 週末は何して過ごされていますか？

セブ市内へのアクセスもそれほど悪くはない（タクシ－で30分～40分程度）のでセブ市内
の大型モ－ルに行き、某コ－ヒ－ショップで勉強している。またそれ以外は学校主催のボラ
ンティア活動やアクティブティ活動の参加したり学校の自習室で勉強している。尚日曜日の
午前中は毎週近くの公園でサッカ－をしている。(いわゆるクラブ活動）

8. 最後にこの学校を検討している人への一言アドバイスをお願いします。

学校選びは何を重視するかがポイント。正直授業の質もよく住環境もよく、尚目安いと言
う学校は私の知る限り存在しない。
授業量の多さに対するコストバランスという点では当校をお薦めする。
講師の質よりも要は自分にどれだけ勉強する意思があるかで結果は全て変わる。
言ってしまえば、ただただ講師に従うのみなのであれば講師の質も論点となるであろう
が、従うのみが勉強ではない。
自分が何を学びたいのかを明確にしそれに従って講師をコントロールする、つまり上手に
使うことが真の勉強方法であると考える。
そうであれば後はコストの問題。当校をお薦め致します。
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学校規定 01.   レベルや担当講師は特別な理由がない限り、急な変更は不可とする。 
(毎週 水曜日 授業変更申請日、翌週の月曜日より適用)

02.   遅刻、早退、欠席される場合、ペナルティー追加追加される。
03.   Vocabulary Test 不合格の際、週末外出 禁止となる。
04.   フィリピン国の祝日及び 指定休日には授業はないも休みとなる。
05.   CGアカデミーは運営中のプログラムを事前にお知らせし、変更することが出来る。
06.   石鹸、歯磨きセット、シャンプー、トイレットペーパーなど消耗品は個人負担となるものとする。
07.   管理者に貴重品保管を申請がないものに関しての紛失や盗難に関してはアカデミー側は一切責任を負わない。
08.   共同電気代とお部屋のエアコン使用代は別途となる。 

(お部屋のエアコンを捏造された場合、ペナルティー及び　罰金あり)
09.   以下の行為などをされた場合 ペナルティー追加

* 正規レベルテスト不参加
* 門限時間 違反
・平日は一切 外出禁止 <月曜日～金曜日 但し、金曜日の卒業式後外出可能>
・週末 (金・土曜日) 及び 祝日 ＝ 門限時間 夜12時
・日曜日 及び 祝日最終日 (翌日 授業がある日) ＝門限時間 夜9時
・週末外泊旅行に関して、事前に旅行計画書提出が必要となり、翌週月曜日に旅行証明書類の提出が必要。 
・飲酒行為 及び 持込行為禁止
・異性のユニット及びお部屋への出入り禁止
・その他 管理者の指示に従わない場合

10.   ペナルティーは 蓄積され、該当の点数のよっては　週末外出禁止とする。
11.   自然による災害 又は 紛争が起きた場合、航空の遅延及びキャンセルなど 

不可抗力により発生した問題に関しては、本校CGアカデミーは一切の責任を負わない。
12.   全ての事故や事故に対する責任は全て本人に責任があり、アカデミーや校内外の個人的な外出、 

旅行先での出来事とは、一切アカデミー側とは関係がなく、本校は一切の責任を負わない。
13.   研修期間中発生する紛失及び事故に備えて、必ず事前にご本人にて留学生保険又は旅行者保険に加入して 

頂く必要があり、ご加入されてない方は、万が一被害にあわれてもアカデミー側は一切の責任を負わない

退学関連
退学となった場合は、すべての返金はなく、即退室となります。
紹介社およびご両親へこの事実をお知らせ致します。

払戻し規定 01. 出国 2週以前に払戻しを要請された場合 入学金を除く全額返金

02. 出国 2週前より出発日前日の間、払戻しを要請された場合 入金額の80% 返金

03. 研修開始後 研修期間の25％以内 払戻しを要請された場合 授業済みの週を除く50% 返金

04. 研修開始後 研修期間の25％ ~ 50％以内 払戻しを要請された場合 授業済みの週を除く20% 返金

05. 研修開始後 研修期間の50％以上過ぎ 払戻しを要請された場合 返金不可

パスポート準備 OK?!

パスポート有効期間の確認を！
残留期間6ヶ月以上ありますか？
6ヶ月未満の場合 出国、入国が出来ないことも！

航空券準備 OK?!

航空券のお名前ローマ字 間違いないですか？
違う場合、再度 発行しなければなりません。
その際手数料がかかります。ご注意を！！

確認項目 チェック 準備内容

旅券 万が一、紛失された時のため コピーした1面は旅券とは違う場所へ保管

航空券 出国及び帰国の日付、英字のお名前、有効期間を必ず確認し コピーを保管

SSP申請書類
写真 2inch×2inch (注：背景色 白のみ) *現地でも準備可能
必要な枚数＜4週-2枚、8週-3枚、12週-4枚、16週-5枚、20週-6枚、24週-7枚＞

国際キャッシュカードなど 現地ATMでご利用いただけるカード (事前に準備が必要)

旅行者保険証 万が一の為、加入 必須条件となります。

予備用 写真 万が一旅券紛失された時用2-3枚ほど準備すると良い。

持ち運び便利なバッグ 貴重品などを携帯するのに便利です。斜めかけショルダーバックにようなもの。

文房具や手帳
文具類は勿論現地でも購入は可能ですが、日本よりお持ちすることをお勧めします。
そして 旅券番号、航空券NO、クレジットカード、現地連絡先などをメモして置きましょ。

カメラ デジカメなど 必要であれば お持ちください。

洗顔道具 シャンプー＆リンス、歯磨きセットなど 現地でも購入可能。価格に差はあまりない。

帽子/サングラス フィリピン 必需品。

水着 フィリピン 必需品。

紫外線遮断クリーム フィリピン 必需品。

履きなれた靴 現地学校内では通常 ビーチサンダルを使用されております。

ビーチサンダル 海に行かれる場合 必須となります。

折りたたみ傘 雨季などもあるので あると良い。

化粧品 ご自分の使い慣れたものをご用意ください。

くし、ドライヤー 現地購入可能ですが、使い慣れたものを持っていくと良い。

かみそり 現地でも購入可能。買い物へ行くまでの間使う分用意すると良い。

半袖/短パン 着慣れた洋服を多めにお持ちください。

上着/パーカー 冷房が効いているため 外との温度差があります。ご準備ください。

下着 多めにご準備ください。

タオル 多めにご準備ください。

生理用品 現地でも購入可能です。心配な方はご準備ください。タンポンは持参しましょう。

薬 服用されている薬や常備薬などをご準備ください。

バスタオル 現地バスタオルがなかなか置いてないため持参すると良い。

爪きり/耳かき 携帯用持っていくと良い。

教材 ご自身のお持ちになっている教材でお勉強されたい場合、ご持参ください。

辞書/電子辞書 辞書 (電子辞書) は極力お持ちください。

ノートブック
現地にてDVDなど英語の教材を購入したり、観たりすることが出来る。 
現地で取った写真の整理するにも便利である。

ＣＧアカデミー

登録規定
研修準備物 チェックリスト

Checklist

1.  SSP (Special Study Permit)：６,５００ペソ
2.  VISA延長代金

-  1次延長代金：3,640ペソ (３０日費用 – ８週間研修可能） -  2次延長代金：4,160ペソ (３０日費用 –１２週間研修可能) + I-Card 発行費用 3,000ペソ
-  3次延長代金：2,940ペソ (３０日費用 –１６週間研修可能) -  4次延長代金：2,940ペソ (３０日費用 –２０週間研修可能)
-  5次延長代金：2,940ペソ (３０日費用 –２４週間研修可能) 例) １６週研修される場合：１次 + ２次 + ３次のお支払いが必要です。

3.  総合管理費 : 1,700ペソ/4週間(共同電気代·水道代及び管理費) *お部屋内エアコン使用代は別途
4.  保証金　: 1,000ペソ/4週間
5.  ピックアップ代金 : 800ペソ/１人当り
6.  教材費
7.  セブ空港出国時空港利用税：750ペソ<2015,7,15基準＞

現地追加 費用
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