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①他の生徒様の携帯電話やipad等の電子機器には触らないように、お子様にお伝え下さい。 
 
②学校の敷地外へ出ないように、お子様にお伝え下さい。 
 
③お子様の体調が悪い場合など、遠慮せず往診スクールドクターサービスを利用してください。 

※セブドクターズホスピタルのドクターが、平日月曜日から金曜日までで、往診をお願い
した日に、当スクールまで往診に来てくれます。（受診時、海外旅行保険・海外留学保険
などの保険証番号が必要です。） 
※お子様が体調不良の際（特に発疹がある場合）は、ナーサリールームでお預かりするこ
とは出来ません。その場合は、親御様に授業をお休みいただき、お子様の看護をしていた
だきますようお願い致します。 
※具合が悪い際の食事は通常の食事をキャンセルし、お粥に出来ます（無料）。 
キッチンスタッフにお声がけください。 

   
④土日のお食事（昼食・夕食）はオーダー制となっています。必要な方は、なるべく早めに 
 キッチンスタッフにお伝え下さい。 

 ※事前に伝えていないと、お食事の準備に時間がかかる場合がございます。 
 
⑤お子様がレッスンを受けている場合、必ず毎日担当講師が進捗状況を【レッスンレポート】
に記載するので毎日確かめるようにしてください。 

 ※英語の意味がわからない場合は、日本人担当スタッフにお聞きください。 

親子留学される方へ 全体ルール 
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 ベビーシッターサービスについて① 
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ご注意点 
① １才から未就学児（小学1年生未満）までが、ベビーシッターサービスの対象年齢とな

ります。 
② 未就学のお子様が複数人いらっしゃる場合、必ず1人につき1人のベビーシッターをお

申し込みください。 
③  ３才までのお子様は平日8：00から17：30までのベビーシッターサービスを必ず受け

てください。（ご家族のどなたかが面倒を見る場合はこの限りではございません） 
④ ４才以上のお子様は授業を受けていただきます。 
⑤  ３才以下のお子様の食事代・宿泊費は無料ですが、登録料＄150がかかります。 
⑥ ベビーシッターの昼休憩は12：00～13：30となり、この時間はサービス対象外です。 

 

１週間につき 延長１時間につき 

平日8：00から 
17：30 

₱5,000 
₱200  

（土日も一時間につき₱200） 平日15：30から 
17：30 

₱2,000 



①最初のうちは慣れない環境や、英語を話すシッターにビックリして泣いてしまう事も 
あると思いますが、どうぞシッターを信頼してお子様を送り出してください。 
もし、親御さんがシッターに対して不信感を抱いていれば、それがお子様に伝わり、 
お子様とシッターが良好な関係を築くのが難しくなります。 
 
②トイレトレーニング中のお子様は、シッターにその旨を伝え、 
トイレサポートをオーダーして下さい。 
  
③オムツ交換の必要なお子様は、 
あらかじめオムツとお尻拭き（お尻ナップなど）をシッターに手渡し、 
おむつ交換を何時間おきにするかなどをオーダーして下さい。 

 
④いつでもウオーターサーバーのお水が飲めるように、 
お子様用のコップや水筒などをシッターに手渡しておいて下さい。 

 
⑤おやつが必要なお子様には、 
親御様のご負担にてお子様のお好きなおやつをご用意いただき、 
シッターにおやつを与える時間を指示してください。 
（当校のベビーシッターには親御様の許可なしに 
おやつなどを与えることをしないように指導しています。） 
 

 ベビーシッターサービスについて② 
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ベビーシッターとの付き合い方について No.1 



⑥その他にも、気になる事や頼んでおきたい事があれば、直接シッターにオーダーして 
 ください。（例：着替え、散歩、お昼寝、など。） 
 
⑦お子様の好きなおもちゃ等ございましたら、持たせていただいてかまいません。 
  お絵描きなどが好きなお子様は、ノートや鉛筆などをお持たせ下さい。 
 
⑧いったんシッターにお子様を預けたら、なるべくお子様と顔を合わさないようにするなど   
   の工夫が必要なお子様もいらっしゃいます。（特に小さなお子様など） 
   お子様の状況に合わせてご判断下さい。 
 
⑨シッターと良好な関係を築く事が、お子様を安心して預ける最善の方法です。 
 日頃からシッターに積極的に話しかけ、お子様が普段どんな遊びが好きか、 
 どんなキャラクターが好きか、どんな歌が好きか、などなど、お子様の情報をシッターと   
 シェアして下さい。 
 シッターとコミュニケーションを取る事は、ご自身の英語力向上にもつながります。 
 
⑩フィリピン人は、気性が優しく温厚なので、子供（特に男の子）がやる戦いごっこなどに 
は免疫がありません。本気のケンカだと思って慌てて報告してくる場合があります。 
その際には、お母様からお子様に状況確認をしていただくようお願いします。 

 ベビーシッターサービスについて③ 
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ベビーシッターとの付き合い方について No.2 



①ナーサリールームのDVDプレイヤーはご利用可能ですので、 
お子様の好きなＤＶＤディスク等ありましたら、自由にご覧ください。（日本のDVD可） 
 
②ナーサリールーム内は、飲食可能です。お子様のお菓子（おやつ）は事前にシッターに 
お渡しください。 
   （フィリピンでは午前10：00と午後3：00におやつタイムを設けるのが一般的です。） 
 
③シッターは8：00～17：30までが就労時間です。17：30以降は親御さんの管理下で 
責任を持ってお子様をみていただくようお願い致します。 
 
④ナーサリールーム内の備品は学校の所有物です。お子様が誤ってお部屋に持ち帰った場合
は 
すみやかに元の場所にお戻し下さい。 
 
⑤ナーサリールーム内の備品を破損した場合は、保護者様に弁償していただきます。オフィ
ス 
スタッフまでご報告下さいませ。 
 
⑥ナーサリールームのご使用が終わりましたら 
エアコンや照明は消していただきますようお願い致します。 
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ナーサリールームの使用について 
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お子様のアレルギー対応について 

①全身性症状(アナフィラキシー）が出る方の受け入れは行っておりません。 
⇒・皮膚・粘膜症状 
 ・呼吸器症状 
 ・消火器症状 
上記のいずれかだけの症状が出る方であれば留学受付可能です。 
ただし、程度にもよるので一度留学申し込み前に必ずご相談ください。 

 
②アレルギー対応食のご用意 
⇒事前(最低渡航2週間前）にお知らせいただくことで、それらの食品を使わないメニュー
対応をさせていただきます。 
1週間でPhP1700となります。 
アレルギーの内容や症状をお知らせ下さい。 
（例）卵を使用しないメニューを2週間 
1名様 アレルギー対応食代金 P3,400 
 
③アレルギーがおこってしまった際の対処 
⇒平日であれば、症状の程度の低い生徒様には、セブドクターズホスピタルから医者をお
よびいたします。症状の重い方は、マクタンドクターズホスピタルへ行っていただきます。
スクールカー使用可能です。（スクールカースケジュールによるのでご相談ください） 

アレルギーのお子様への当校の取り組み 
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親子におすすめアクティビティ 

1位 オスロブツアー 

【金額】1名様 PhP3200～  
【所要時間】 1日（5am-5pm） 
【主催】ツアー会社 
 世界でも貴重なジンベイザメと一緒に泳いで写
真が撮れます！ 
※7歳未満のお子様は親御様と必ず 
一緒に潜っていただくことを条件に 
参加可能です。 

２位 アイランドホッピング 

【金額】1名様 PhP2400～  
【所要時間】 Max9時間船貸し切り 
（だいたい８：00～16：00） 
【主催】ツアー会社 
天候にもよりますが、お好みの島に上陸してビー
チで遊んだり、BBQの食事を楽しんだり、熱帯魚
のいるスポットでシュノーケリングを行います。 
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親子におすすめアクティビティ 

３位 アウトリーチプログラム  

【金額】 1名様 PhP300  
【所要時間】 2時間（10：00～12：00） 
【主催】当校 
学校周辺の貧しい地域の集落を訪ね、現地の子供達と一緒にゲームしたり、
フィーデングをしたりして、交流を図ります。 
彼らの笑顔から生きる元気をもらえます。 
フィリピンはまだまだ発展途上国であることを実感することと、日本人に生
まれたことを改めて考えさせられる貴重な体験となるでしょう。 
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親子におすすめアクティビティ 

４位 ボホール島日帰りツアー  

【金額】 1名様 PhP3,400～  
【所要時間】14時間 6：30～20：30 
【主催】ツアー会社 
セブは近くに個性的な島々が多いのですが、その中でもボホール島は、
「チョコレートヒルズ」や「ターシャ」などが有名です。 
小さなお子様連れですと、長時間なので少々大変ですが、生徒様の人気が高
いツアーとなっています。 
 

その他にも当校にはたくさんのアクテイビティを取り扱っています。 
そのほとんどがツアー会社様と提携しているため生徒様割引価格と
なっています。 
お気軽にオフィススタッフまでお問い合わせください。 
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親子におすすめアクティビティ 

 クリムゾンホテルの優待特典  

【金額】 1名様  

❈3カ月メンバーシップ ☞ ９，０００ペソ  
❈1カ月メンバーシップ ☞ ３，５００ペソ 
【主催】crimson resort and spa（5つ星！） 
【特典】  
✔ ６時～２１時までジム使用      ✔ プールとビーチの利用  
✔ ロッカーとタオル無料               ✔ 非電動ウォータースポーツ２０％オフ  
✔ 電動ウォータースポーツ１０％オフ 
  (ジェットスキー、バナナボート、ハーフパイプ)  
✔ スパ・マッサージ３０％オフ 
  （９時～１４時まで）※事前予約必須  
✔ 「Aum Spa」のビューティープロダクト１５％オフ 
✔ レストランや飲み物１５％オフ 
（ミニバーとルームサービスを除く）  
 

さらに学校の生徒証提示で 
１人1,000ペソでデイユース 

利用可能！★ 
※ビュッフェ付きは3,600ペソ～ 
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親子におすすめアクティビティ 

 ビスタマールホテルの優待特典  

【金額】 1名様 PhP150   
【主催】Vista Mar Beach Resort & Country Club（3つ星） 
【特典】  
✔ 9時～17時まで使用可能       
✔ プールとビーチの利用  
 

学校の生徒証提示で 
１人150ペソでデイユーズ 
さらに4週間以上留学の生徒様は 

無料!!!! 



Copyright (C) First English Global College  

親子留学Q&A① 

①フィリピンは危険というイメージがあるけれど、子供連れで行っても大丈夫？ 
⇒マクタン島は、世界中の観光客が集まるリゾートエリアです。 
 世界の5つ星ホテルの集まる地域で治安も良く、またセブの人は陽気で明るい性格で、
とってもフレンドリー！ 
もちろん油断は禁物ですが、しっかりと危機管理意識を持って過ごしていただければ
お子様連れでも大丈夫です。 
  
②フィリピンは暑いというイメージだけど、子供が熱中症とかにならないかな？ 
⇒セブ島の平均気温は一年中27～28°（乾季12～5月、雨季6～11月） 
 日本の真夏より涼しく感じるかもしれません。 
 水分をしっかり摂る、帽子をかぶる、プールや海で泳ぐ時にはラッシュガードで日
焼けを予防するなどの対策をしっかりすれば大丈夫です。 
  
③デング熱が怖いってネットで見たけど、デングで死んじゃうって本当？ 
⇒デング熱は蚊を媒介にして感染するウイルスが原因で、高熱が出るのが一般的です。 
感染しても病院で適切な治療を行う事で完治します。 
当校では、蚊を退治する薬を散布して蚊を増殖させない努力をしております。 

  

安全・衛生面編 No.1 



Copyright (C) First English Global College  

親子留学Q&A② 

 ④現地で子供が体調を崩した時に、頼りになる病院ってあるの？ 
⇒当校では、セブドクターズホスピタルのお医者さんに、スクールドクターとして定
期的に当校まで往診に来ていただいています！ 
急にお子様が体調を崩された場合でも、スクールドクターをお呼びする事ができるの
で安心です。 
（往診は平日のみ対応） 
  
⑤予防接種は受けた方が良いの？ 
⇒予防接種は受けて来ていただいた方が安心です。渡航前に、ぜひ各地域の予防接種
センターに相談して下さい。お子様の年齢や、過去の予防接種歴によって受けるべき
予防接種が変わってきますので、ドクターに相談して下さい。 
  
「厚生労働省検疫所 FORTH(For  Travelers’  Health)」のＨＰにて、予防接種や感
染症についての情報が詳しく紹介されています。渡航前にご自身で確認される事をお
ススメ致します。 
http://www.forth.go.jp/index.html 

 
  
 

安全・衛生面編 No.２ 
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親子留学Q&A③ 

①うちの子、英語全然しゃべれないけれど、レッスンについていけるかしら？ 
⇒はじめにレベルテストを受けていただき、お子様のレベルに合ったレッスンをご提
供致します。 
子供の吸収力は大人の吸収力よりはるかに優れていますので、グングン伸びることで
しょう。 
また、定期的に日本人スタッフがカウンセリングに入り、お子様のレッスンの進み具
合や内容の確認、つまずいている所がないかなどをチェックしながら進めていきます
ので、ご安心下さい。 
  
②体調が悪くてレッスンを休んだ場合、振替レッスンはやってもらえるかな？ 
⇒学校の都合によるレッスン休講の場合は、振替レッスンをご用意させていただきま
すが、体調不良などの個人都合による欠席の場合 振替レッスンはありません。 

  
③レッスンの変更や、講師の変更希望はすぐに対応してもらえる？ 
⇒水曜日までにオフィスにご連絡いただいたリクエストは、翌週月曜日より変更しス
タートさせていただきます。 

  
 
 
  
 

授業編 No.１ 
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親子留学Q&A④ 

 ④子供だけレッスンを受けて、ママはレッスンを受けず滞在だけでもいい？ 
⇒内部寮滞在の場合、夏のピーク時（7月第3週から８月末まで）は必ず親子でレッス
ンを受けていただく必要がございます。 
夏のピーク時に親御様が受講されない場合は、提携ホテル滞在または通学での留学を
受付いたします。 
夏のピーク時以外でしたら、親御様の内部寮滞在のみ（受講無し）を受付しておりま
す。 
滞在のみの追加代金がかかることをご了承ください。 
※その際は、受講される生徒様一名につき、受講無し保護者も一名までとさせていた
だきます。 
  
⑤フィリピン人の先生の話す英語って訛ってない？ 
⇒セブ語学留学に来た生徒さんが、一番驚くのが先生の発音の良さなのです！ 
 フィリピンは公用語が英語なので、フィリピン人は幼稚園から大学まで英語で授業
を受けていて、訛りのない綺麗な発音の人が多いのです。 
 その中でも、当校で採用している講師達は、特に発音の綺麗な講師を 
採用しています！ 

 
  
 

授業編 No.２ 
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親子留学Q&A⑤ 

  
⑥ネイティブ講師はいないの？ 
⇒当校にはネイティブ講師はおりません。 
フィリピン人の講師のみとなっておりますが、自分たちも英語を第二言語として学ん
できたため、英語を学習するうえで、どんなところに注意すればいいのかわかってい
ますし、言語を勉強する苦労をわかっています。また、教え方も丁寧でわかり安いの
が特徴です。 
 
⑦キッズのレッスンってどんなことをやるの？ 
⇒お子様の集中力を考えたレッスン構成になっています。 
明るくフレンドリーな先生が楽しくレッスンをリードしますので、お子様を飽きさせ
ません。 
 未就学児クラスでは、基本中の基本であるフォニックス、歌やダンス、お絵描き、
絵本の読み聞かせなどを通して楽しく英語が学べるようになっています。 
小学生クラスでは、基本のフォニックス、歌やダンス、工作＆アート,ショートムー
ビー鑑賞の他にも、グラマーやライティングなどのレッスンもカリキュラムに含まれ
ています。 

授業編 No.3 
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親子留学Q&A⑥ 

⑧子供が6コマのレッスンに耐えられるかな？ 
⇒お子様を飽きさせないレッスン構成になっていますので、毎日楽しくレッスンを受
けていただけると思います。さらに、お子様のクラスルームは広めに設計されており、
クラスルーム内でお子様が動き回っても大丈夫！ 
 
⑨キッズコースは全てマンツーマンだけなの？ 
⇒はい。もし、グループを行うとなると、レベルが合うお子様同士でグループを組ま
なければなりませんので、 
お子様の人数がいつも揃うわけではないことと、レベルが合わないことが多いため、
個人個人のペースで授業を 
すすめるマンツーマンのみとなりますことをご了承ください。 
特別にご兄弟でグループを組みたいとか、団体で来るのでグループを組んで欲しいな
どの場合は、ご相談ください。 

特別対応をさせていただく場合もございます。 
  
 

授業編 No.4 
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親子留学Q&A⑦ 

⑩うちの子、人見知りする性格だから、マンツーマンレッスン受けられるか心配。 
⇒初めのうちは、お子様だけでなく、大人でさえ緊張したり、不安になったりするも
のです。 
 ですが、フィリピン人の講師の底抜けに明るい性格やフレンドリーさに触れていく
うちに、すぐに慣れていく事と思います。 
 人見知りする性格だからこそ、自分のペースに合わせてレッスンを進めてもらえる
マンツーマンレッスンがぴったりです！ 

授業編 No.５ 
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親子留学Q&A⑧ 

①日本にいる家族と頻繁に連絡を取りたいから、ネット環境ってちゃんと整ってる？ 
⇒フィリピンはインフラの整っていない地域がまだまだ多くありますが、当校では、
インターネット会社2社と契約をし、万全の態勢を取っています。どちらかの会社のイ
ンターネット状況が悪くても自動的にもう一つのインターネット回線につなぎ直して、
いつも必ずインターネットがつながる状況にございます。 
ただし、フィリピンのインターネットの速さは日本と比べると劣ることはご了承くだ
さい。LINEやskypeで日本のご家族と連絡を取ることに関しては何の問題もございま
せん。 
  
 
 
②子供の遊ぶスペースって学校内にある？ 
⇒中庭、バックヤードガーデンと二か所ございます。 
 バックヤードガーデンには、バスケットボールコートがあり、ボールやラケットな
どはオフィスにて無料貸し出しをしております。 

 

学校施設編 No.１ 
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親子留学Q&A⑨ 

③バスタブはある？ 
⇒バスタブはございません。 
ただし、当校のシャワールームは、セブの語学学校では珍しく、トイレとシャワー
ルームが別になっていて快適です。 
またシャワーはホットシャワーです。 
 
④ベッドにベビーガードはついている？（子供転倒防止用の柵） 
⇒ベビーガードはついていませんので、ベッドを壁にくっつけて配置するなどのお手
伝いをさせていただきます。 

  
 

学校施設編 No.２ 
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親子留学Q&A⑩ 

①学食で子供向けの食事って提供されるのかな？ 
⇒キッズプレートをご用意いたします。 
他の生徒様と同じ献立となりますが、かわいいお皿(キッズプレートでの提供は小学生未
満まで)に盛りつけて提供させていただきます。 
 
②アレルギーのある子供にも対応してもらえるかな～？ 
⇒アレルギーの場合は、 
事前にお知らせいただくことで、それらの食品を使わない対応をさせていただきます。 
当校の食事をアレルギー対応食にされる場合、 
アレルギー対応代金 一食につき100ペソ×滞在中の食事回数分を現地でお支払いただき
ます。 
 対応食にされる場合は必ず渡航前にご連絡ください。 
（＊アレルギーの内容や、症状をお知らせください） 
 

  
 

学校サービス 食事編  
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親子留学Q&A⑪ 

①ベビーシッターはどんな風に子供を見ていてくれるの？ 
⇒気温の暑い日は、室内のナーサリールーム（冷房完備）にて、お子様と一緒に遊びま
す。 
涼しい日は、バックヤードガーデンでボール遊びやかけっこなど、お子様の好きな遊び
を一緒に楽しみます。 
また、ベビーシッターも簡単な英語は話せますので、お子様には英語で話しかけます。 
※先生の学歴が大卒に対して、ベビーシッターは高卒が一般的です。 
※お子様1名につき1名のベビーシッターが付きます。 
 

 

学校サービス ベビーシッター編  
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親子留学Q&A⑫ 

①学校外で子供のできるアクティビティって何かあるかな～？ 
⇒当校より車で10分ほど移動すれば、綺麗なビーチやリゾートホテルもたくさんありま
す。 
ホテルデイユースプランを使って（ホテルの）プールやビーチで遊んだり、ホテルのラ
ンチビュッフェを楽しんだりできます。 
他にも、学校から車で1時間～1時間30分くらいのところに、南国ならではの動物達を見
る事ができる小さな動物園があります。 
アイランドホッピング*では、バンカーボートで近くの島へシュノーケリングに出掛ける
事もできます。お魚がたくさん見ることができるので、お子様もママもきっと楽しめる
と思います。 
*アイランドホッピング：船に乗って沖合にあるきれいな島を巡り、ランチやシュノーケ
リングを楽しむツアーのこと。 

 
 
 

学校サービス アクティビティ編  
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親子留学Q&A⑬ 

①ママと子供が2人（2歳と7歳）、この場合 寮費やベッドはどうなるの？ 
⇒お子様が3歳以下の場合は、寮費をいただきませんので、ベッドのご利用はお母様と共
用となります。 
お子様が4歳以上の場合は寮費を頂戴しますので、お子様にもベッド1台をご用意させて
いただきます。 
  
②授業を受けない子はSSP（就学許可証）いりませんよね？ 
⇒はい。１歳から３歳までのベビーシッターサービスが必要なお子様は授業を受けませ
んので、SSP（就学許可証）は必要ございません。 
授業を受ける４歳からのお子様は必要となります。 
  
③滞在中に、子供の体調不良などで緊急帰国となった場合、授業料などの返金はありま
すか？ 
⇒はい、返金はございます。 
ご本人や直系家族等の病気などで、留学の継続が困難と判断された場合は、残余授業料
と寮費の50%を返金致します。（要証明書） 

 
 
 

学校サービス その他編  
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親子留学Q&A⑭ 

④何歳の子から親子留学が出来るの？ 
⇒１歳以上のお子様から親子留学受付可能です。 
１歳未満は免疫力が極めて低いので、南国であるフィリピンに連れてくることはおすす
めいたしません。 
  
⑤何歳の子から単独留学が出来るの？小学生の子供でも単独留学させられる？ 
⇒中学生以上（13歳以上）のお子様から単独留学受付可能です。 
 ただし、中学生の場合は、周りに迷惑のかけないしっかりした子であるか確認させて
いただくため、留学代理店スタッフとの面接などを行っていただき、受け入れを決定さ
せていただきます。 

 
 
 

学校サービス その他編  


