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2016/9/16

項目 ○（有る）×（無し）・その他補足

正式名称 First English Global College

所在地
Lot 2 Block 35, Vista Mar Subd. Dapdap

Lapu-lapu city, Cebu
電話 032-238-1510
携帯電話  091-6229-4786
創立 2013年7月1日
代表者 本多正治
SSP 登録済み
TESDA 登録済み
E-mail  info@firstcebu.com
HP http://www.firstenglish.jp
facebook https://www.facebook.com/firstenglish.a?fref=ts
講師数 約30名
学生の定員 72名
マンツーマンキュービクル数 68
キッズ用マンツーマン教室 4
レベル数 10段階
日本人スタッフの人数 9名
学生の国籍 日本(95%以上)、台湾、中国、その他(時期により数名)
金庫 ×

コンセント
○　日本と同じAタイプ

電圧/日本100V、フィリピン220V
冷蔵庫 ○
エアコン ○
扇風機 ○
クローゼット ○
勉強机 ○
ベッド ○
枕 ○
シーツ ○
ブランケット ○
トイレ ○
シャワールーム ○
洗面台 ○
ドライヤー ○
デスクスタンド ○
テレビ ×

wifi

○
ガーデン寮は各部屋

メイン寮は各フロアにwifiルーターを設置のため、基本的に
どのお部屋滞在でもwifi使用可能

ハンガー
基本的に×

卒業生がおいていったハンガーがどの部屋にもございま
す。

洗濯ものを干すロープ ×

延長コード
×

学校売店にて購入可
鏡 ○
ゴミ箱 ○
未成年のシングル利用可？ ○
宿舎と学校の距離 同じ敷地内
未成年の定義 20歳未満
留学受付最低年齢 4歳以上

滞在受付最低年齢
1歳以上

保護者と一緒が条件

寮

学校概要

留学受付対
象者

http://www.firstenglish.jp/
https://www.facebook.com/firstenglish.a?fref=ts
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成績表 ○

成績表の内容
入学時・卒業時のテスト結果

講師のコメント
テストの解答用紙

ネイティブ講師の有無 ×

講師の変更（頻度）
○

(毎週水曜に申請すると翌週より変更)

初日のスケジュール詳細

8：15　オリエンテーション(フィリピン人講師)
9：00　レベルテスト

10：30　オリエンテーション(日本人スタッフ)
11：00　両替＆支払い
11：30　学校内案内

12：00　昼食
13：40　ショッピングモールへ

15：40　テスト結果・翌日からのスケジュール発表

時間割

7:00-7:50 - 朝食 -
7:50 単語テスト
8:00 1st class
9:00 2nd class
10:00 3rd class
11:00 4th class
12:00 - 昼食 -
13:30 5th class
14:30 6th class
15:30 7th class
16:30 8th class

17:30 自習/追加授業
18:30 - 夕食 -
※1コマ=50分

グループレッスンの人数 2-6名
マンツーマンレッスンの教室の形態 オープンスペース型
資格コースの対応（TOEIC,IELTS等） TOEIC・TOEFL・IELTS
Business Englishの対応 ○
卒業式の有無 ○

日時・所要時間
最終金曜日の16：30から

50分程度
毎週金曜日の16：30からも毎回出席義務

食事の提供方法
スタッフによる配膳式

陶器のお皿に1皿ずつ盛付け

食事のメニュー
メインは日本料理

毎日違うメニューを提供
シェフの国籍 フィリピン

到着日の夕食
事前連絡必要

（金曜日のフィリピン時間15：00までの受付)
日替わり定食P150

ミールボックスの用意
（帰国日の朝食や土日の外出時etc)

×

食事の提供時間

月曜-金曜
朝食　7：00－8：00

昼食　12：00－13：00
夕食　18：30－20：00

土曜日・日曜日
朝食　7：00－9：00

昼食　12：00－14：00
（オーダー制　13：30まで受け付け/有料）

夕食　18：00－20：00
（オーダー制　13：30まで受け付け/有料）

アレルギー対応
オーダーの食事は+P100で

アレルギー対応食に変更可能

授業

卒業式

食事
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プール ×
ジム（トレーニングルーム） ×

ウォーターサーバーの数、場所、水・お湯

○　メインドミトリー各フロア１台
ガーデンドミトリー１台

カフェテリア２台、オフィス１台、
コミュニティラウンジ1台

水・湯両方出ます。

売店（有無、具体的な品揃え）

◯
お菓子、パン、カップ麺、飲み物(アルコール有)、文房具、

日用品、オリジナルアイテム等
一覧表あり

セキュリティ（ガードマン等） ガードマンによる24時間警備

Wi-Fi
○

学校敷地内のどこにいても基本的につながります。
PCルームの有無、PCの台数 ×
学校施設内のMAP ○

保健室の有無
×

(ジャパニーズヘルプデスクの
出張健康診断有り)

エアコンは教室、寮ともにあるか ◯

寮の部屋数（部屋タイプ）
1人部屋4部屋　2人部屋14部屋
3人部屋6部屋　4人部屋2部屋

5人部屋2部屋
ホテル名 VeryGoodHouse
食事 全て学校にて

送迎の有無・所要時間
○

スクールカー送迎あり　10分程度
掃除・洗濯の頻度 週３回
冷蔵庫の有無 ◯

両替
月曜-土曜12:00頃

学校にて

洗濯の提出日
メインドミトリー：月・水・金

ガーデンドミトリー：火・木・土

掃除の実施回数・曜日
メインドミトリー：月・水

ガーデンドミトリー：火・木
掃除の立会いが必要か
所要時間

×
（10分程度）

現地払いの費用は事前払いに変更可能
か

×
(法人・団体のみ可能)

パスポートの管理方法
オリエンテーション時に預かり、

退寮時に返却

レンタル用品一覧
○

ポケットwifi、デスクライト、ドライヤー、バスケットボール、
バドミントン、バレーボール等

病気、ケガ時の対応
希望する場合は現地スタッフ

付き添いで病院へ
又は、学校までの出張診断可能

喫煙のルール、場所
全館火気厳禁

喫煙スペースのみ可
飲酒のルール 授業時間内は禁酒

寮・学校の門限

20歳以上：なし
20歳未満及び学生：

日-木 23:00
金曜・土曜 25:00（1：00a.m.)

国際電話
○

オフィスの携帯電話にて
かかった電話代分支払いが必要

ウェルカムセットの内容

ペットボトルの水1本・プラスチックのコップ
シャンプー（一回分）・コンディショナー（一回分）・石鹸（一

回分）
ノート1冊・単語帳1冊

事前の提出書類
申込書・イーチケット

・1週間留学の生徒様は事前課題
現地での提出書類 パスポート・同意書・証明写真

ホテル滞在

生活

手続き

施設
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学校主催のアクティビティがあるか

○
学校主催は、地域ボランティア・講師とクッキング。

外部委託（ツアー会社主催）のアクティビティも豊富にござ
います。　アイランドホッピング・ジンベイザメツアーなど

学校主催のアクティビティ内容

A.地域ボランティア（アウトリーチプログラム）
地域の貧しい子供たちの集落を訪ね、一緒にゲームで遊

んだり、お菓子や、文房具などを配ります。
B.講師とクッキング（講師とわくわくクッキング）

フィリピンのお菓子（マンゴーフロートやバナナキューなど）
を当校の英語講師と一緒に作ります。

値段

地域ボランティア（アウトリーチプログラム）
P300～500

講師とクッキング
P500

講師の同行は可能か
①語学学校主催アクティビティ
②外部委託のアクティビティ

①学校主催の場合は講師が無料にて同伴
（参加費のみで可）

②外部委託のアクティビティは基本的に講師は付きませ
ん。（要相談）

講師同行の値段（半日・終日）
外部委託のアクティビティ

終日講師1名につき7000円～
グループレッスンは他の生徒と混合か否 団体の人数により混合

引率者の授業について
基本は受ける必要あり

引率した生徒より少ない時間でも可能
（外部寮の滞在であれば可）

卒業式は他の生徒と混合か否か
人数による（10名以下の団体様は他の生徒様との混合卒

業式の可能性が高い）
（毎卒業式、全生徒参加）

会議室を借りられるか 要相談
現地払いの費用を渡航前に支払い可能か ○
現地払いの費用を直接ペソで振り込み可
能か

○

法人用の特別クラスなどはあるか △要相談

会社の担当者へのレポートサービス

○
毎週1回・または隔週一回で出席状況・朝の単語テストの
結果・毎週または隔週のTOEIC模試の結果・授業中の様
子の写真や状況レポートをまとめてメールにてお送りして

います。

現地払いの費用を渡航前に支払い可能か ○
TOEIC模試など定期的なレベルチェック ○
土日の食事代の前払い ○

団体様
サービス

法人様
サービス

アクティビティ


