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イリスサマーキャンプ2018 in フィリピン  

　スケジュール＆確認事項

◆出発前勉強会（自由参加）


＜日時＞　２０１８年７月２８日（土）１７：３０～２０：００頃 

＜内容＞   参加者の自己紹介

　　　　　サマーキャンプの流れの確認

　　　　　フィリピン留学に関しての注意事項

　　　　　自由時間（日曜日・月曜日）の行動計画

　　　　　ディナーパーティー（軽食を用意します）


＜場所＞　イリスインターナショナル（文京区本駒込）   


              〒113-0021 東京都文京区本駒込2-18-15　

  　　　　（東京メトロ南北線本駒込駅より徒歩5分、JR山手線駒込駅より徒歩15分）


　　　　　　

＜持ち物＞　筆記用具、本資料、ZA English Academyマボロ校オリエンテーション資料


※基本的に自由参加（遅刻早退可）ですが、海外に行くのが初めての方はなるべく参加をしてください。

◆当日集合場所

＜日時＞　２０１８年８月５日（日）９：３０


＜場所＞　成田空港第２ターミナル　


　　　　　セブパシフィック航空チェックインカウンター付近


　　　　　　

　　※到着が遅れる場合はFrankの携帯かLINEまで連絡をください。 Rのカウンターを目指せそう

自宅から成田空港までの行き方を確認しておきましょう。

CHECK !
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◆チェックイン～出国審査

＜目標＞　できる限り自分でチェックインから出国審査を行いましょう。


　　　　　※自信のない方はFrankと一緒に発券から出国まで行います。


＜必要なもの＞　予約表＋パスポート　←絶対に忘れないこと！


　　　　　　

　　※搭乗ゲート付近に到着したらFrankにLINEで連絡をお願いします。

出国審査の流れや機内に持ち込めない物などをチェックしてみましょう。

CHECK !

◆フライト詳細（行き）


＜フライト番号＞　セブパシフィック航空　５J　５０６３便


＜出発＞　成田国際空港 NRT  11:55


＜到着＞　マクタン・セブ国際空港 CEB  16:05   （飛行時間：5h10m）


　　　　　　

＜機内持ち込み手荷物制限＞　個数：１個　　重さ：7kg　　サイズ：56x26x36cm　まで


＜機内預け入れ荷物制限＞　個数：１個　  重さ：20kg まで　（超過分は1kgにつき2,800円）


＜座席＞　指定なし（当日、空いている座席から順番に指定されます）


　　　　※事前に座席指定（窓側・通路側）を希望する方は税込1,000円で指定いたします。


＜食事＞　注文なし　※機内食を食べたい方は事前に税込1,000円で発注が可能です。


☆航空券代金を抑えるため、従来のサービスを簡素化したLCC（格安航空会社）を利用します。 
　機内食や座席指定などを希望する方は、なるべく早めに費用を持参の上、申し込みください。
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◆フィリピン入国審査

＜目標＞　できる限り自分の力で入国審査を行いましょう。


　　　　※入国審査が不安な方はFrankがサポートします。（全員の入国確認後にFrankは入国します。）

事前にフィリピンの入国に必要な書類の書き方や流れを勉強しておきましょう。

LEARN !

出国に必要な書類は飛行機の中で配布されます。

飛行機の中で早めに書いておくことをお勧めします。


注）入国審査カードの目的欄には「PLEASURE / VACATION」


職業欄（OCCUPATION）には「STUDENT」と書きましょう。

①検疫所　パスポートを持参の上、検疫用申請書を提出します。


②入国審査　入国審査用申請書、パスポート、帰国チケット予約表をまとめて提出。指紋の採取を行います。


　※入国時に審査官から質問を受ける場合があります。目的を聞かれた場合は “For Travel”と答えましょう。


③荷物引取（Baggage Claim）　ここで全員集合してください。一緒に出口に向かいます。


④税関　パスポートを持参の上、税関申告書を提出します。


⑤出口　迎えのバスが皆さんを待っています。

　  入国カード　　  検疫申請書　  税関申告書



�  / �  5 12

◆１日目　８月５日（日）


１８：００　ZA English Academy Mabolo校　到着


１８：３０　部屋割り・入寮　（ルームメートには元気に自己紹介をしましょう）


自由時間


※到着日の夕食はありません。空港で軽食を購入するか、近くのコンビニ・スーパーに買い出しに行くか、近
くのファミレスで夕食を食べるようにしてください。門限はしっかりと守りましょう。

◆２日目　８月６日（月）


８：３０　１Fのロビーに集合


８：３０～１２：００　エントランステスト（スタッフの指示に従い試験会場に移動しテスト開始）


　　　　　　　　　（持ち物）　筆記用具、パスポート、写真３枚（5cmx5cm　背景白・眼鏡NG）


　　　　　　　　　　　　　　　帰りの航空券、海外旅行保険証


１２：１５～１３：１５　食堂にて各自食事


１３：３０～　新入生顔合わせ＋オリエンテーション　（持ち物）ZA Englishオリエンテーション資料


オリエンテーション終了後自由時間　　※Frankアヤラモール移動予定（一緒に行く方は連絡を）


１８：００～　授業スケジュールの受け取り


１８：００～１９：００　夕食


自由時間

自由時間にやってみたいことなどを考えておきましょう。

THINK !
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◆３～６日目　８月７日（火）～１０日（金）


６：３０～７：３０　　　朝食


７：４０～８：３０　　　１限目


８：３５～９：２５　　　２限目


９：３５～１０：２５　　３限目


１０：３０～１１：２０　４限目


１１：３０～１２：２０　５限目


１２：２０～１３：２０　昼食


１３：２０～１４：１０　６限目


１４：２０～１５：１０　７限目


１５：１５～１６：０５　８限目


１６：１５～１７：０５　９限目


１７：１０～１８：００　１０限目　


１８：００～１９：００　夕食


自由時間

左記の時間割の中から、

マンツーマンレッスン　４コマ

少人数クラス（５人程度）　２コマ

集団クラス（１０人程度）　２コマ　が割り当てられます。


８月６日の夕方に配布される「授業スケジュール」を確認して、
自分の授業の時間になったら指定の教室に移動してください。


予鈴が授業開始の1分前に鳴り、その後本鈴の際にクラスルーム
にいなかった場合は遅刻となります。（荷物を置いてトイレに行
く等は認められません。）マンツーマンレッスンは10分以上、グ
ループレッスンは5分以上の遅刻で欠席扱いになります。


グループレッスンのレベルは、エントランステストの結果から

９段階のレベルに振り分けられます。

◆８月８日（水）セブシティツアー　希望者のみ（要費用）


せっかくの海外体験だから観光もたっぷりしたい。そんな方のために８月８日（水）のみオプションでセブ
シティツアーに参加することができます。希望者は7/20までに申し込みをお願いします。


＜日時＞８月８日（水）８：３０～１６：００頃


＜費用＞　税込8,000円（申込時に支払い）


＜内容＞　スクールバスを利用してセブ市内を観光

　　　　（サントニーニョ教会、マゼランクロスなど）


※ガイドは全て英語で行い、在学中の希望生徒が参加します。


課外授業の一環として授業は出席扱いとなり、単位が認められます。 英語のレッスン費用の返還等はありま
せんのでご了承ください。シティーツアーに参加する生徒が４人以上の場合はFrankが同行します。
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◆最終日　８月１１日（土）ボランティア活動


８：３０～１６：００頃　ボランティア活動


＜場所＞　セブ市内の小学校や孤児院など


＜内容＞　掃除、ペンキ塗り、炊事、ゲームなど


※最終日はイリスのメンバーのみでボランティア活動を行います。
子どもたちの給食の調理のお手伝いをしたり、施設内を掃除した
りします。昼食後は子どもたちと共にゲームなどを行います。


１６：００～２２：００　自由時間（夕食希望の生徒は食堂利用可　１８：００～１９：００）


２２：００　１Fロビー集合　退寮＋空港へスクールバスで移動

フィリピンの子どもたちに伝えたい遊びやゲームなどを考えておきましょう。

THINK !

自由時間にやってみたいことなどを考えておきましょう。

THINK!
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◆フライト詳細（帰り）８月１２日（日）


☆夏休み期間につき航空券代金が高騰している関係で、帰国時の便は
「深夜便」「トランジット（乗り継ぎ）あり」を利用します。今後、
世界を旅したり、海外旅行をする際に、トランジットをすることで費
用を大幅に抑えることができますので、ぜひ経験しておきましょう。 

＜フライト番号＞　セブパシフィック航空　５J　５９０便


＜出発＞　マクタン・セブ国際空港 CEB  1:40


＜到着＞　ニノイ・アキノ国際空港ターミナル３ MNL  3:05   （飛行時間：1h25m）


　　　　　　　　　　　　　　　↓　　　乗り継ぎ時間　３時間１０分


＜フライト番号＞　セブパシフィック航空　５J　５０５４便


＜出発＞　ニノイ・アキノ国際空港ターミナル３ MNL  6:15


＜到着＞　成田国際空港第２ターミナル NRT   11:35   （飛行時間：4h20m）


　　　　　　

＜機内持ち込み手荷物制限＞　個数：１個　　重さ：7kg　　サイズ：56x26x36cm　まで


＜機内預け入れ荷物制限＞　個数：１個　  重さ：20kg まで　（超過分は1kgにつき2,800円）


＜座席＞　指定なし（当日、空いている座席から順番に指定されます）


　　　　※事前に座席指定（窓側・通路側）を希望する方は税込1,000円で指定いたします。


＜食事＞　注文なし　※機内食を食べたい方は事前に税込1,000円で発注が可能です。

◆チェックイン（国内線）

＜目標＞　海外での国内線の乗り方をマスターしましょう。  

　　　　　国際線に乗る時との違いなども考えてみてください。


　　　　　※自信のない方はFrankと一緒に発券から搭乗まで行います。


＜必要なもの＞　予約表＋パスポート 

※セブパシフィック航空の場合、マニラに到着後は一度手荷物を受け取って外に出る必要があります。
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◆国際線チェックイン～出国審査

＜目標＞　できる限り自分でチェックインから出国審査を行いましょう。


　　　　　※自信のない方はFrankと一緒に発券から出国まで行います。


＜必要なもの＞　予約表＋パスポート


　　　　　　

チェックイン後は航空券とパスポートを持って、出国審査を行います。
LCCは搭乗ゲートや時刻が突然変更になる場合が多いので、出国審査を終
えた方は付近で待機していてください。一緒に搭乗ゲート近くまで移動します。

◆ニノイ・アキノ国際空港で待機


国際線のチェックイン時間になるまでは、空港で待機します。セブパシフィッ
ク航空が離発着するニノイ・アキノ国際空港第３ターミナルは、４つのター
ミナルのうち最も新しいターミナルで、２４時間営業しているショップやレ
ストランが多くあります。お土産の購入や食事をしてみましょう。

ニノイ・アキノ国際空港第３ターミナルにはどんなお店があるか調べてみよう。

SEACH !

◆日本入国審査

＜目標＞　みなさんは日本人ですから、自分でしっかり入国してください！


　※税関申告書はあらかじめ飛行機内で書いておくと楽です。


☆全員の入国が確認でき次第、その場で解散となります。

成田空港から自宅までの行き方を確認しておきましょう。

CHECK !
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◆持ち物　　パスポート　※最悪パスポートさえあれば何とかなります。


筆記用具、英語辞書（電子辞書）、オリエンテーション用写真３枚、着替え（週に２回洗濯サービスあり）


イリスサマーキャンプしおり（本資料）、ZA English Academy　オリエンテーション資料  

お小遣い（基本的に３食すべて付いていますので、シッピングなどで必要な分を持参ください）


水着（プール利用予定の方）、DVD（シアタールーム利用の方）、ふりかけ（おかずが合わない方）


本や勉強道具や学校の宿題（空港での待ち時間や自習室を利用する方）

その他必要なものをCHECK（機内に持ち込めないものは、必ず預け入れ荷物に入れてください）

CHECK !

◆その他　確認しておくべきこと　※出発前勉強会でも確認します

セブ島の治安に関して

現地での携帯電話（WiFi）の使用に関して

異文化生活で学べること
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◆緊急連絡先（FRANK片桐）


携帯電話：０９０−２２３３−５０３０

　※フィリピン滞在中も上記番号にかけると自動的に海外に転送されますが、国際電話料金（１分１３０  

　円程度）が発生いたしますので、あらかじめめご了承ください。


メール：frank@iris-international.co.jp  


             info@teacher-k.jp


LINE：右のLINE QRコードより連絡をください


◆緊急連絡先（現地語学学校マネージャー　伊神さん）


携帯電話：＋６３ー９１７ー７３５ー５８２１


メール：uvesl.ikami@gmail.com  

◆語学学校情報

      名称：フィリピンセブ島　ZA English Academy Mabolo校


　　住所：Magsaysay Extention Kasambagan Cebu City, 6000, Philippines.

　　　 校舎外観　　　　　　　　　グループレッスン教室　　　　　　　学生寮４人部屋　

　　　24h自習室　　　　　　　　　　　　プール　　　　　　　　　　 トレーニングジム　



MEMO

〒113-0021 東京都文京区本駒込2-18-15


TEL : 03-6912-1383  (13:00-21:00)  


URL : https://www.iris-internarional.co.jp    

（企画・運営） 
海外大学進学・海外留学 
イリスインターナショナル


