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学校名 

学校名 

Language Skills Language Center 

大学住所 

住所 

Benigno S. Aquino Drive, Bacolod City 6100 

 Negros Occidental, Philippines 

ドミトリー住所 
Phil-Korea Dorm, Corner 17th & 18th Streets, Brgy. 5, Bacolod City,  

Negros Occidental 6100,Philippines 

ドミトリー電話番号 63-709-1130（英語） 

日本人スタッフ連絡先 宮嵜敦葉 (Atsuyo Miyazaki)  /63-09490292931（直通携帯） 
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ピックアップの方法 

空港名：バコロド空港 （Bacolod-Silay International Airport） 

ピックアップスタッフ ：宮嵜敦葉（ATSUYO MIYAZAKI） 緊急連絡先：63-09196126079 

 

【Bacolod-Silay Airport（Arrival Gate）】 

 

 

出口は１ヶ所です。出口を出てすぐ右手にある柵の中で、日本人スタッフが学生さんのお名前の書かれたプレート

を持ちお待ちしております。 

バコロドへの到着便は 30－1 時間以上遅延する場合がございます。 

遅延に関しては、現地スタッフも各航空会社の WEB サイトで事前に確認ができますので、ご連絡は必要ありませ

ん。到着が早くなっても、遅くなってもお迎えに行きますのでご安心下さい。 

何らかのトラブルで飛行機に乗り遅れた場合のみご連絡をお願いします。 
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空港到着から語学学校入学後の流れ 

日本人スタッフが空港で生徒さんをピックアップ後、空港から寮まで約 25 分間、車内で簡単な学校の説明、 

バコロドの説明、気をつけることなどのご案内をします。 

寮到着後は、翌日のオリエンテーションで使用する規則の資料や、簡単な地図などをお渡しします。 

その後簡単な説明と寮のご案内をします（15 分） 

夜 19 時以降到着の場合でも寮にて夕食をお召し上りいただけます。 

寮内にＷＩＦＩエリアがございますので、ご両親へのご連絡は到着後すぐにしていただけます。 

当日に買い物に行きたい場合には、近くのコンビニ、スーパーにご案内します。 

トイレットペーパー、軽食、飲み物は寮のコンビニでも購入できます。 

 

翌日（月曜日）のスケジュール 

注：上記はおおよその流れです。順番や時間は前後することがあります。 

初日の持ち物 

パスポート、写真 2 枚（背景が白でメガネは外したもの）、往復のチケット（Ｅチケット）、筆記用具、 

両替用のお金、室内が寒いので羽織りもの、大学の定めるドレスコードに従うようにしてください。 

＊大学の定めるドレスコードとは‐ショートパンツ、ダメージジーンズ、ミニスカート、ノースリーブの洋服（キ

ャミソール等）を着てサンアグスティン大学内へ入ることはできません。スカート・ズボンはひざ下丈であるこ

と。ビーチサンダルは禁止。 

8:00 ドミトリーロビー集合 SSP や寮保証金の支払いを済ませます。 

8:30 入学試験（50 分） リスニング、リーディング、ライティング（TOEIC 形式） 

9:30 各種資料の記入（30 分）  入学書類等の記入 

10:00 日本語オリエンテーション(1 時間）

  

日本人スタッフによるオリエンテーション。 

授業について、ドミトリーの規則についてなど 

11:00 英語での面接（10 分） フィリピン人講師と 1 対 1 の英語の面接をおこないます。 

（スピーキングレベルチェック） 

11:15  大学内案内（15 分）＆ 

語学学校内の案内（10 分） 

語学学校内の案内、キャンパスツアー（フードコート、図書

館、クリニック等の施設案内） 

11:45 ランチ休憩 ドミトリーにて昼食 

14:00 学校の車にてシティーツアー(2 時間) バコロド市内の簡単な案内（30 分） 

大型ショッピングモール SM にて買い物（1 時間半） 

16:00 ドミトリー着 スケジュールをお渡しし、説明し終了です。 



 

 

                 

 

お金について 

両替は学校でできます（平日のみ）。初日にお支払いしていただく諸費用は、月曜日に日本円をペソに両替後、夕方

支払うことができますので、事前にその分のペソを用意する必要はありません。 

現地にてお支払いしていただく金額は下記の通りです。 

寮保証金 2,500 ペソ 初日にお支払い（退寮時に返却） 

SSP 申請費 6,200 ペソ 初日にお支払い 

ACRI カード 2,600 ペソ 

00 ペソ 

初日にお支払い（ 59 日以上滞在者のみ） 

電気代 月平均 700 ペソ 月末にお支払い 

教科書代 1 冊 200－300 ペソ 教科書購入時 

VISA 延長費 30 日間無料  
59 日迄分（2,330 ペソ）のみ初日にお支払い。 

それ以降は随時お支払いになります。 

初日にかかる費用 

-SSP 6,200 ペソ＋デポジット 2,500 ペソ →計 8,700 ペソ 

-それ以外にかかる費用 

①ARC-I カード 3,100 ペソ（60 日以上滞在の場合） ②VISA の延長料金 ③テキスト代 ④月々の電気代 

・SSP（special study permit) 

 合法的に勉強するために必要な VISA の一種で、学生として滞在する資格が与えられます。 

 有効期限は発行から半年です。（6,200 ペソ） 

・ARC-I カード(Alien Certificate of Registration Identity Card ) 

外国人登録証のことで 2010 年 2 月からフィリピン政府が実施し始めた制度です。 

 外国人の身分証明カードのことです。 60 日以上滞在する生徒さんは必ず必要になります。（2,600 ペソ） 

・VISA 

 入国から 30 日間は無料。 30 日以上滞在する場合、ビザの延長申請が必要になります。 

 1 回目 29 日延長で 59 日まで  2,330 ペソ  /  2 回目 30 日延長で 89 日まで  3,400 ペソ 

 3 回目 30 日延長で 119 日まで  1,930 ペソ  /  4 回目 30 日延長で 149 日まで  2,430 ペソ 

＊以降 30 日単位で更新ができます。料金は毎月変動します。 Annual Report fee 310 ペソ(12 月～3 月) 

＊2 回目以降は 2 回分同時に延長で 1010 ペソ引き 

帰国時にかかる費用 

寮から空港までのタクシー代は 300 ペソ。バコロド空港での空港使用税の支払いは必要ありません。 

バコロドからマニラ経由で日本に帰国する場合。タクシー代 300 ペソのみ 

バコロドからセブ経由で日本に帰国する場合。タクシー代 300 ペソ＋セブ空港で空港使用税 750 ペソのお支払い 



 

 

                 

 

生徒規則（到着後、資料をお渡しし、初日のオリエンテーションで説明します） 

 

学校の規則 

1. 毎週木曜日、先生が自分に合わない場合は先生の変更をすることができます。 

17 時までに大学内のオフィスにて申請をしてください。適用は翌週の月曜日からとなります。 

2. 生徒が、連絡なく授業を欠席、遅刻、早退した場合、旅行の為、授業を欠席した場合には、 

その分の補講クラスは行われません。月の出席日数が 90％に満たない場合には、修了証は発行されません。 

3. 先生が欠席した場合、代わりの先生と授業をするか、もしくは補講クラスを受けることができます。 

4. マンツーマンのクラスでの飲食は禁止です。 

5. .授業料は他人に譲渡することはできません。 

6. フィリピンの祝日には、学校は休講となり補講クラスはありません。  

7. 祝日、日曜は基本的に大学が閉鎖されるため構内へ入ることができません。 

8. .ショートパンツ、ダメージジーンズ、ミニスカート、ノースリーブの洋服を着てサンアグスティン大学内へ入ることは 

できません。 

9. 6 ヶ月以上滞在する場合には SSP の延長が必要となります。 

10. 生徒はドミトリーに住み、授業を受けなければいけません。 

11. .生徒の不注意による損害、損失については全て自己責任とします。 

12. 期間の延長をする場合には、期間の終了する 1 ヶ月前に申し出てください。空室がなく延長ができない場合があります。 

13. .生徒は必ず保険に入らなければなりません。 

ドミトリーの規則 

1. 門限について 

門限は日曜日から木曜日は夜 10 時、金曜日、土曜日、祝日前日は夜 11 時です。 

門限の時刻から翌朝 6 時までドミトリーは閉鎖され、生徒は中に入ることができません。 

2. 罰則について 

下記の行為が発覚した場合、1 度目の違反で、実名での警告の張り紙＆１週間 8 時以降外出禁止。 

2 度目の違反で、実名での警告の張り紙＆2 週間 8 時以降外出禁止。最終警告が出されると、退学処分になります。 

その場合授業料の払戻は行われません。                      

-ドミトリー内での炊事/喫煙/飲酒 

-ドミトリー内において、大声を出したり、騒いだり、賭博行為をした場合。カジノへの出入り。 

-異性の部屋への出入りをした場合 

-LSLC の学生以外を、ドミトリー内へ入れた場合 

-ドミトリー内で騒音などにより、他の生徒への迷惑をかけた場合 

-ドミトリー内の器物を故意的に破損した場合 

-他人に暴力をふるったり、暴言を吐く行為を行った場合 

-管理者の注意に応じなかったり、禁止事項を継続して行う場合 



 

 

                 

 

-無断外泊   基本的に平日の外泊は認められません。 

休日前のみ外泊ができますが、外泊する場合には外泊する週の水曜日までに外泊許可証を提出してください。 

3. 食事について 

-1 日 3 回の食事付です。 

 朝食 7:00-8:30（休祝日 7:30-9:00）/ 昼食 11:40-1:00（休祝日 12:00-1:00）/ 夕食 5:40-7:00（休祝日 6:00-7:00) 

おかわりは自由です。食堂利用時間は必ず厳守してください。 

4. 部屋の掃除と洗濯物 

-部屋の掃除は週 3 回、洗濯は週 2 回（月、木曜）、ベッドシーツ、枕カバー、掛け布団の交換は 2 週間に 1 回です。 

洗濯物は指定の日にチェックリストと一緒にかごに入れ、部屋の外に置いて下さい。下着類、靴は出せません。 

下着類は部屋内にある水道で洗濯、室内に干します。洗濯後の、洗濯物の色落ち、ダメージ等については責任を負いません。 

5. 日常品について 

-ティシュ、タオル、石けん、歯ブラシ等の消耗品については、生徒自身で用意するものとします。 

6. 電気代について 

-電気代の請求書は月の初めに各個人に渡されます。（ルームメイトがいる場合は人数で割った後の金額。） 

1 週間以内にメインドミトリーのカウンターにてお支払いください。1 人当たりの 1 ヶ月の電気代の目安は 500～1,000 ペ

ソ。 

7. デポジットについて 

-全ての生徒はドミトリー入寮時に 2,500 ペソ（もしくは 50 ドル）をデポジットとして払わなくてはいけません。 

 滞在中に、何の問題もなければ、ドミトリー退出時に全額返金します。 

8. 電話の使い方 

-受付の電話から国際電話をかける場合、Smart や PLDT のプリペードカードを使用してかけてください。 

 日本へのかけ方は００＋８１＋市外局番の０（携帯への場合は初めの０を）をとった 9 桁の数字です。 

9.  貴重品の管理 

-ドミトリー内での貴重品の紛失について LSLC は責任を負いません。 

 財布、現金、電子辞書、カメラ、パソコンなどの貴重品は、スーツケースの中に入れ鍵をかけて保管してください。 

 部屋を出る際は必ずカギをかけましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 

 

その他の注意事項 

1. 月曜～木曜の Option Class は無料で受けることができます。受講したい時には申し出てください。 

2. ドミトリー2 階のジム（8-24 時まで）、卓球台(8-22 時まで)無料でご利用できます。 

3. インターネットコネクションについて 

天候や、他の生徒の使用状態によって、つながらない場合があります。 

ドミトリーの各階に設置された WIIFI スペースで利用可能です。 

4. 月に 1 回最終金曜日にスピーチコンテストがあり、参加することができます。（先着 10 名） 

月に 1 回最終金曜日の午後（6pm-8p.m)に TOEIC 形式の Level Test があります。午後の授業は全休となります。 

5. 両替はドミトリー内のオフィスで行えます。（破れたお金は不可）12 時半までに預け、午後 5 時頃受取可能。 

（オフィス以外でするときにはロビンソンデパートメントの 2 階がお勧めです。パスポートか学生証が必要） 

6. .教科書購入後返品は 2 日以内にレシートを持参してください。ＭＰ３ファイルは、オフィスでコピーできます。 

7. 旅行の相談、授業、日常生活での相談、質問などはスクールオフィスにて随時受け付けます。（8－5 時） 

週末のアクティビティーでボラカイ島ツアー（5000 ペソ程度、各種アクティビティー費は別途必要）などご案内 

8. なにかあった時には、近くにいるスタッフ、受付（朝６時から深夜 12 時まで）に声をかけてください。 

ドミトリー内のオフィスには平日朝 7 時半から深夜 24 時迄、土曜日、日曜日は 10 時から 17 時迄スタッフが滞在。 

日本人スタッフは皆さんと同じドミトリーに住んでいるので万が一の時も安心です。 

日本人スタッフ ATSUYO 携帯 63-0949292931/ LINE ID aaaatsuyo / 部屋番号 429（4 階） 

留学前の相談 

バコロドについて、学校について、寮での生活や、周りの環境について、その他、留学に対する不安、悩みの

ご相談随時受け付けます！持ち物や事前準備のご相談等気軽にお話しください。 

留学前にコミュニケーションをとり不安を解消しましょう。 

自ら留学経験もある女性日本人スタッフがご丁寧に対応いたします。 

最新の現地情報を発信『LSLC 現地スタッフブログ』→s.ameblo.jp/lslc-atsuyo/ 

インスタグラム→「lslc_official」もしくは「LSLC JAPAN」で検索。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 

 

持ち物 

 

パスポート 有効期限をご確認ください。滞在期間＋６ヶ月間必要です。コピーもご準備ください。 

E チケット 日本からの往復チケット、もしくはフィリピンを出国するチケットをお持ちください。 

海外旅行保険証 必ず加入し、お持ちください。 

生活費 現金または、キャッシュカードをお持ちください。クレジットカードは小さなお店では使用が

できません。 

証明写真 2枚 2 x 2 inches (51 x 51 mm)背景が真っ白（背景がグレー、ブルーは不可、眼鏡も不可） 

電子辞書 現地で日本語の辞書を購入することはできません、お持ちください。 

スマートフォンのアプリを使用する場合には、オフラインで使用できるもの。 

クラスルームは WIFI が使用できません。 

パソコン 寮内にもパソコンがありますが（英語対応）プレゼンテーションを行ったり、英語の DVD を

鑑賞したり、あると便利です。 

参考書 日本語で書かれた文法書はこちらでは買えません。１冊あると便利です。 

耳栓 周囲の音が気になる方。現地ではダイソー（88 ペソ）で購入できます。 

タンブラー 学校、寮に給水、給湯機があります、タンブラーがあると便利です。 

日焼け止め 寮から学校まで徒歩 3 分の距離に、週末の旅行に。 

薬用リップ メンソールタイプの薬用リップは現地にて購入困難です。 

常備薬 風邪薬、下痢止め、胃腸薬、鎮痛剤など。また目薬は処方箋がないと購入できません。 

虫除け 虫が苦手な方はご持参ください。 

衣類の消臭剤 現地で購入できません。 

日本食 現地でも購入可能ですが、価格が 2-3 倍、品薄です。日本のダイソーは 88 ペソ（約 250 円） 

水着 プールや、海に行く機会がに一着あると便利です。 

タオル 現地でも購入できますが、割高です。 

衣類 サンアグスティン大学にドレスコードがあります。過度の露出は禁止です。 

ミニスカート、膝上のパンツ、スカート、キャミソール、ビーチサンダルは禁止。 

エアコンが強く、寒い場所が多いので長袖の羽織は必須。 

女性用のレギンスは現地で購入困難です。 


