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Bayside English Cebu, Inc. 

校則（School Regulation） 
お申込みの前に確認頂き同意のもとお申込みください 

 

 

A. 学生の心得 

①学生であることを常に意識し学業を優先すること 

②海外に滞在していることを自覚し常に安全を意識して行動すること、責任と節度をもって行動すること 

③他国の文化を理解し、他国籍の学生ならびに講師を尊重するよう努めること 

 

B. 規則違反による警告、罰則 

※学生が下記の項目に違反した場合は当校より注意警告を行います。また、その回数により下記の処分を適用します。 

1 回目の注意警告 警告指導（授業 1 コマを用いて実施） 

※18歳以下（大学生を除く）の場合、保護者にその都度報告します 2 回目の注意警告 3日間授業停止 

3 回目の注意警告 退学処分（授業料等一切の返金なし） 

 

禁止項目 

①授業放棄、講師との争い、授業中に叫ぶ、喧嘩をするなどの行為をし、改善が見られない場合 

②酒類を学校内に持ち込んだ場合 

③大声で騒いだり、騒音を出る行為により苦情が出た場合 

④喫煙所以外で喫煙した場合 

⑤室内で火気を使用した場合 

⑥当校の学生以外の者を学校の許可無く当校内に招いたり、寮の部屋に宿泊させた場合 

⑦家族・夫婦の場合を除き、異性の部屋に入った場合 

⑧生徒間で当校の許可無く部屋の交換、移動、他の部屋で宿泊した場合 

⑨学生が現地での料金の支払いを怠った場合 

⑩他の学生、または当校に迷惑行為を行った場合 

 

C. 規則違反による退学 

※学生が下記の項目に該当した場合、即刻退学処分となります。また、いかなる理由で退学になった場合も一切の返金はありません 

a.外出 

①18歳以下（大学生を除く）が保護者または講師・スタッフの同伴なく外出した場合 

②保護者以外の学生が 18歳以下（大学生を除く）を校外に連れ出した場合 

b.犯罪 

①マリファナや覚せい剤等の薬物の所持・服用・売買など、犯罪や違法な行為をした場合 

※卒業後に発覚した場合でも、警察に通報します。 

c.その他 

①当校の講師・スタッフとの金銭を伴う一切のやりとり（個人授業、オンライン授業、アクティビティなど）をした場合 

  ※卒業後に発覚した場合でも、当該講師は解雇処分となります。 

②学校や学校関係者を名誉毀損、侮辱、信用毀損、業務妨害するような行為が発覚した場合 

 ※卒業後に発覚した場合でも、法的措置を取ります。  

③学校スタッフや講師への引き抜き行為が発覚した場合 
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Bayside English Cebu, Inc. 

規約（School Agreement） 
お申込みの前に確認頂き同意のもとお申込みください 

 

 

A. お申し込み 

 

1．手順 

 
お申し込みを頂きましたら請求書を発行いたしますので、期限内に指定口座にお振込みください。お申込みはお支払いをもって完了となります。 

 

2．お支払い期限 

請求書発行日より入学日までの期間が 8週間以上の場合、請求書発行後 30日以内に費用の全額を指定口座にお振込みください。 

請求書発行日より入学日までの期間が 4 週間以上 8 週間未満の場合、請求書発行後 10 日以内に費用の全額を指定口座にお振込みください。 

請求書発行日より入学日までの期間が 4週間未満の場合、請求書発行後 5日以内に費用の全額を指定口座にお振込みください。 

指定期限内にお振込みが確認できない場合、お申込みは予告なくキャンセルとなります。 

※お支払い時の送金手数料は学生様負担 

 

B. 保険加入 

全ての学生は海外旅行傷害保険の加入が義務付けられています。留学中の病気、怪我などの治療費等、当校は一切の責任を負いません。学生

または保険会社に支払い義務が発生します。 

 

C. 返金 

1．お申し込みキャンセル 

入学日の 29日以前のキャンセルは、入学金返金なし、コース料金 100％返金、その他事前支払い費用 100％返金 

入学日の 15～28日前までのキャンセルは、入学金返金なし、コース料金 50％返金、その他事前支払い費用 100％返金 

入学日の当日～14日前までのキャンセルは、入学金返金なし、コース料金返金なし、その他事前支払い費用 100％返金 

※返金時の送金手数料は学生様負担 

 

2．ご入学後のキャンセル 

入学後のキャンセルによる返金はいたしません。但し、本人の病状又は直系家族の病気等でキャンセルをやむをえない場合、残余週分のコース料

金 50％ならびに残余醜聞のその他事前支払い費用 50％を払い戻し致します。なお、証明のため医師の診断書等の証明書が必須が必須となります。 

※返金時の送金手数料は学生様負担 

 

3．退学 

学生が当校の規則に違反し退学になった場合、いかなる理由でも全ての料金において返金はいたしません。 
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D. Bayside English Cebuの権利と責任 

①当校は、学生の航空機遅延や紛争、自然災害、行政上の理由等の学校が管理できない事由によって授業が受けられない、また学内サービスを

提供できない場合などの補償は一切いたしかねます。 

②留学中に起こった事件、事故、トラブルは自己責任とします。 

③貴重品は自己管理となります。鍵の付いたスーツケースに保管するなど各自の責任のもと管理して下さい。紛失、盗難など当校は一切の責任を負

いません。 

④当校は為替変動や政府の政策、社会的経済的情勢等の理由で授業料等各種料金を変更する権利を有します。 

⑤当校は入学日、カリキュラム、講師、規約、校則を学生の許可なく変更する権利を有します。 

⑥当校は学校規則に従わない学生、また学校に不利益をもたらす学生を学校の規約及び校則に従って罰す権利を有します。 

⑦当校はフィリピンの法律に違反した学生を罰し当局に通報する権利を有します。 

⑧当校は学生の許可なく、保護者や留学エージェントに対して学生の状況などを連絡する権利を有します。 

⑨学生は身体にハンディキャップ、持病、精神疾患等がある場合、申し込み時にその内容を細かく書面で伝える義務があります。学校到着後に、内

容が異なり受け入れができない場合は入学出来ません。また、返金もいたしません。＊ご自身のアレルギーなどの食事は自己管理となります。 

⑩学生は、自身のフライトスケジュールを管理してください。当校には学生のフライトスケジュールを管理する責任はありません 

⑪当校は学生の留学期間を元にビザの延長を行います。当校での留学期間以外の滞在期間において、ビザを管理する責任はございません。留学中

や留学前後の旅行など学生の都合でフィリピンでの滞在期間が異なりビザ延長の有無に変更がある場合は必ず事前にお申し出ください。お申し出

なくお支払い済みのビザ延長が不要になった場合などの返金は一切出来かねます。 
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Bayside English Cebu, Inc. 

学校情報（School Information） 
お申込みの前に確認頂き同意のもとお申込みください 

 

 

①入学条件 

入学条件 

①「規約」「校則」「スクールインフォメーション」に同意していること 

 ※事前にご確認頂き、同意のもとお申込みください 

②海外旅行保険に加入していること 

 ※クレジットカード付帯保険可（事前に利用条件や保証内容をご確認ください） 

 ※キャッシュレスサービス対応の海外旅行保険をお勧め致します（詳しくは各保険会社にご確認ください） 

 

②ピックアップサービス／センドオフサービス 

ピックアップサービス 

・到着時、空港から学校までの送迎サービス（有料） ※事前申し込み、事前支払い 

・空港ピックアップをお申込みされた場合、到着時に空港までお迎えにあがります 

・到着後、指定箇所にてピンクシャツを着たスタッフをお探しください（指定箇所は留学サポートガイド参照） 

※セブ空港までの飛行機が遅延した場合でも、フライトの遅延に合わせてお迎えにあがりますのでご安心ください 

センドオフサービス 

・退寮時、学校から空港までの送迎サービス（有料） ※現地申込み、現地支払い 

・対象は「家族留学」「未成年単身留学」「シニア留学（60歳以上）」のみ 

・上記対象外の学生はご自身で空港までご移動頂きます（学校にて交通手段をご案内しています） 

 

③メインオフィス業務 

業務 ・授業相談(追加授業、教科変更、講師変更、教科書変更)、教科書購入、生活相談、アクティビティ相談 

教科変更 ・マンツーマン授業の教科変更可、申請日の翌日より変更可 

講師変更／時間変更 ・時間帯および講師変更の受理は毎週月～水のみ（翌週より変更） 

教科書変更 
・1～2週間滞在の学生は初週水曜日まで教科書の交換・返品可（それ以降は交換・返品不可） 

・3週間滞在の学生は初週水曜日まで教科書の交換・返品可（それ以降は交換・返品不可） 

教科書購入 ・最初に購入した教科書が終了した場合、現地にて追加購入（1冊 300ペソ程度） 

 

④アドミンオフィス業務 

業務 ・現地支払い費用支払い、レンタル費用支払い、VISA関係、パスポート関係、両替、退寮手続き 

現地必要経費支払い 
・初日(月曜日)に現地必要経費をお支払いください  

・現地必要経費不払いの場合、授業の提供はできません 

入国管理手続き 

※61日以上滞在のみ 

・手続きのため平日日中に入国管理局へ同行して頂きます（授業の振替はございません） 

・露出度の高い服装は入管を拒否される可能性があるため、スニーカーや露出度の低い衣服をご持参ください 

行政手続き 

・現地にて留学に関わる行政手続き（VISA、SSP、I-CARD等）の申請・延長可（学校が代行して行います） 

・留学期間中に旅行や一時帰国等でフィリピンを一時的に出国される場合、行政手続き申請の内容や費用が変更となる

場合がありますので、該当する場合はお早めに学校スタッフまでお伝えください。学生の連絡なく学校が不要な行政手続

き申請を行った場合、学生への返金はありませんので予めご了承ください 

日本国籍以外の方 
・日本国籍以外の方に関しては、自国の大使館にて行政手続きをご確認ください 

・国籍によっては渡航前に VISA申請が必要な場合があります 

両替 学校内にて両替可（平日日中のみ、両替可能金額は 10,000 円以上） 
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⑤教室&自習室 

ルール 

・教室ならびに自習室での飲食不可（飲料水のみ可） 

・事前連絡なしに 15分以上遅刻した場合は欠席扱いとなり、その時間の授業受講不可 

・自習室はオリエンテーション、プレゼンテーション、フリークラス、ミーティング等で予告なく使用できない時間帯あり 

 

⑥ドミトリー 

異性部屋への出入り 他部屋への立ち入り禁止（罰則対象） 

部屋の移動・交換 生徒間での部屋の交換、移動、他の部屋での宿泊は禁止 

火気 寮内は火気厳禁（電気コンロや電気ケトル等の電気製品は可） 

設備の破損 学校設備を壊した場合、弁償または修繕費をお支払い頂きます 

夜間 夜 10時以降はお静かにお過ごしください 

 

⑦食事 

食事 1日 3食提供 

食事時間 キャンパスにより異なる（各キャンパス情報をご確認ください） 

備考 
・時間外の食事提供不可、食堂からの食事持ち出し禁止 

・到着日の夕食に間に合わない場合、日本よりインスタント食品等の持参をお勧め致します 

 

⑧部屋清掃＆シーツ交換 

清掃 週 1～2回 

シーツ交換 週 1回 (それ以上のシーツ交換は 1回 100ペソ/メインオフィスにてお申し込み) 

 

⑨ランドリーサービス 

ランドリーサービス 校内に無料ランドリーサービスあり 

備考 

①仕上がり日数は天候により左右されます 

②洗濯物の色落ちや紛失について当校は一切の責任を負いかねます 

③大切な衣類はご自身で洗濯、管理してください（モールにて洗濯セット購入可） 

 

⑩プール（Premium Resort キャンパス／RPC キャンパス） 

利用時間 各キャンパスによって異なります 

備考 

・お子様がプールを利用される際は必ず保護者が付き添ってください 

・利用前にシャワーを浴び必ず水着を着用してください 

・プール内では飲食禁止となります 

・プールでのケガや事故等は自己責任となり、当校では一切の責任を負いかねます 
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⑪喫煙＆アルコール 

喫煙 
・喫煙所でのみ喫煙可、室内は全面禁煙 

・指定箇所以外での喫煙不可（指定箇所以外での喫煙は罰則対象となります） 

アルコール ・校内へのアルコール持ち込み不可 

 

⑫騒音 

騒音 ・キャンパス内では静かにお過ごしください 

 

⑬フィリピン人ドクター往診 

内容 フィリピン人ドクターによる無料往診サービス 

往診日 ・毎週金曜日／ドクターの都合により日程変更・休診の場合あり 

条件 

①キャッシュレス（CL）サービス該当の海外旅行保険に加入していること 

②パスポートに出国印が押印されていること 

※出国時に自動入国審査サービス（自動化ゲート）をご利用される場合、出国印が押印されない場合があります。自動化

ゲートをご利用される場合は窓口にて出国印押印を希望するか、往路航空チケットの半券を保管するようにしてください。

チケットの半券が出国証明となります（Eチケット不可） 

キャッシュレス 

サービス非該当者 

・CLサービス非該当保険の場合、無料往診サービス利用不可（病院での受診は可能） 

・学生様ご自身で費用をお支払い頂き、帰国後に保険会社に費用を請求して頂くかたちとなります 

備考 
・日本からのケガ・病気等は保障対象外となる場合がありますのでご注意ください 

・詳しくは各保険会社の利用条件をご確認ください 

 

⑭貴重品管理 

貴重品管理 

・貴重品管理は自己責任となります 

・保管は必ず鍵付のスーツケースなどをご使用ください 

・室中でも財布や携帯電話、タブレット等を出したまま外出しないでください 

・校内での紛失・盗難につきまして当校では一切の責任を負いかねます 

ルームキー ・鍵を紛失された場合、ドアノブ交換費用として 1,000ペソをお支払い頂きます 

 

⑮Wi-Fi 

WI-FIスポット 

Wi-Fiスポットサービスを提供しておりますが、安定した Wi-Fi 接続を保障するものではありません 

フィリピンでは停電をはじめ、雨などの天候によってもインターネットのサービスが止まることがあります 

いかなる理由でインターネットサービスが提供できない場合でも、当校では一切の責任を負いかねますのでご了承下さい 

 

⑯現地でのコース変更・部屋変更・延長 

現地コース変更 ・費用は「コース変更に伴う差額分＋変更手数料 1万円」（差額分の返金なし） 

現地キャンパス変更 ・費用は「キャンパス変更に伴う差額分＋現地キャンパス変更手数料 3万円」（差額分の返金なし） 

現地部屋タイプ変更 
・費用は「差額分」（差額分の返金なし）＋「現地必要経費の差額分」 

・同タイプへの部屋変更不可（single→single、twin→twin、triple→tripleの変更不可） 

現地延長 
・直前の延長申請の場合、部屋・講師確保の関係上お断りする場合あり 

・直前の延長申請の場合、担当講師が変更となる場合あり 
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⑰外出 

門限 ・25時（翌朝 1時）／朝 1時～5時の間は外出不可 

外出規則 

※一般留学 

・18歳以上（高校生を除く）は門限 25時（翌朝 1時） 

・18歳以下（大学生を除く）を連れての外出不可（罰則対象） 

外出規則 

※家族留学 

・18歳以下（大学生を除く）の学生は保護者同行なしの場合、外出不可（外出時は家族同行必須） 

・18歳以下（大学生を除く）の学生は他学生同行での外出不可（罰則対象） 

外出規則 

※未成年単身留学 

・18歳以下（大学生を除く）は外出不可 

・他学生との外出不可（罰則対象） 

・講師付き添いサービスにて外出可 

・学校紹介アクティビティ参加可（講師同行サービス不要） 

講師付き添い 

サービス 

・未成年が外出する場合、当校講師が保護者に代わり外出時の安全管理を行います 

・費用：1時間 100ペソ/生徒 1人につき 

・利用可能時間: 平日→17:00～20:00、土日祝日→8:00～20:00  

・外泊不可 

・外出可能範囲: マクタン島内のみ（セブシティ、マンダウエシティ、離島不可） 

・講師にかかる費用（交通費、食費、入場料等）は学生負担 

・未成年の外出が本人もしくは学校にとって不適切と判断された場合、サービス提供をお断りする場合あり 

備考 

・18 歳以下（大学生を除く）は、保護者(親族)もしくは講師（講師付き添いサービス利用時）の同行がない場合は外出禁

止です。外出した場合その学生は退学となります。 

・学生が 18歳以下（大学生を除く）を連れ出した場合、その学生も同様に退学となります。 

・夜間外出や狭道への進入は控えて下さい。外出の際は持ち物から目を離さないようご注意ください。 

・クラブ（マンゴースクエアや LOTUS等）、KTV・カルボンマーケット、Cityのジプニーの利用はお控えください 

 

⑱入校／学校訪問 

注意事項 

・学校に入校できるのは在学中の学生のみ 

・学校に第三者を招待する場合、事前にメインオフィスへの申請必須 

・在学生以外の者を学校の許可無く招き入れることを禁じます（卒業生にも適用） 

 

⑲その他 

その他 
講師の退職やトレーニングにより、担当講師が予告なく変更となる場合がございます 

時期により特別スケジュール（全てのスケジュールが 1時間前後する）適用される場合があります 

 


