
www.campcia.com フィリピン セブ島 英語キャンプ

英語を通じて異文化交流、CIAでより楽しく英語を勉強しよう！



正式国名： フィリピン共和国／ Republic of the Philippines
面積： フィリピンの総面積は29万9404平方キロ（日本の約8割）。

7107の島々から成っています。
人口： 約9,940万人（2014年推計）
首都： メトロ・マニラ（通称マニラ）
宗教： 国民の83％がカトリック系キリスト教徒。

ミンダナオ島の一部などはイスラム教徒も多い。

基本情報

高温多湿な熱帯モンスーン型気候の地域です。年間平均気温は26～27℃で日本の

初夏～真夏と同じくらいの気候

乾季は12～5月、雨季は6～11月（地域差があり、セブ島には明確な雨季がない）

服装については、年間を通じて日本の夏の服装でOK。ただし、機内、ショッピング

モールなどでは冷房が強く効いていることがあるので、上に羽織るものがあるといい

でしょう。日差しが強いので、サングラスや帽子もあると重宝します。

気候

日本との時差はマイナス1時間。日本が12：00のとき、フィリピンは11：00。

時差

国全体の公用語(国語)はタガログ語。セブではビサヤ語(セブアノ語)。

英語は共通語で、アジアで最も通用度が高いとされています。

言語



単位はフィリピン・ペソ（P）。補助通貨はセンタボ（￠）。P1＝100￠。

2020年1月現在、US$1≒P50、P1≒2.2円
紙幣の種類はP1000、P500、P100、P50、P20、P10
硬貨の種類はP10、P5、P1、￠25、￠10、￠5

通貨と為替レート

フィリピンの電圧は220Vで周波数は60Hz。日本の電圧は100Vなので、
日本の電気製品を使うためには、変圧器が必要です。
プラグは日本と同じAタイプです。
パソコンやデジタルカメラ、携帯電話は変圧器を使用しなくても現地で
使用可能ですが、一般的にドライヤーやアイロンは電圧が高いので、
安い(小さい)変圧器では、使えない可能性もあります。

電圧とプラグ

フィリピンでは水道水は飲めません。必ずミネラルウォーターなど、飲み
水として販売されている水をご利用ください。
キャンプ地にはウォーターサーバー(冷水・温水対応)を各所に設置してい
ますので、そちらをご利用ください。熱湯が出ますのでコーヒーやお茶、
カップ麺などを作るのにもご利用いただけます。

水道水

水圧が弱いので、使用後のトイレットペーパーは必ず付属のゴミ箱へ捨
てるようにしてください。キャンプ地にはトイレットペーパーをご用意してい
ますが、公衆トイレにはトイレットペーパーが設置されていないこともござ
います。外出の際にはポケットティッシュを持ち歩くなど、ご注意ください。

トイレ

通貨の見本

プラグの形状

日本と同じ形状です。



“楽しみながら生きた英語学習”

開催日程

対象年齢

料金

キャンプ
開催場所

部屋

費用に
含まれるもの

最少催行人数

指定航空会社

費用に
含まれないもの

主催

2020年7月29日(水)～8月19日(水)

8歳～15歳（小・中学生）

318,000円

クラウンリージェンシー マクタン
ホテル滞在 ‐ 3人部屋～4人部屋を利用

（年齢及び個人の性格を考慮しながら部屋の割り当て）
*各お部屋に先生(フィリピン人)が滞在し、生活をサポート

▣ 授業時間：マンツーマン－6コマ グループ授業(ネイティブ/フィリピン)－2コマ 単語授業－2コマ 体育の授業－2コマ
※1コマ40分。英語レベルに応じてネイティブのグループ授業はフィリピン人講師が行う場合がございます。
▣ 体育： 水泳、バドミントン、卓球、ボードゲームなど現地天候により臨機応変に対応します。
▣ 授業スケジュール： 学生の年齢および英語レベルに応じてスケジュールを組みます。

授業

登録代、授業料、食事代、宿泊費、アクティビティ参加費、ガーディアン先生派遣代、SSP申請費用、修了証、電気代、
空港送迎代、テキスト代、セブ空港税、添乗員同行サービス代、WEGビザ認証手続き代行費用（認証料金・照合料金含む）、
WEG申請代 ※個人でWEGを申請する場合は、20,000円キャンプ料金よりお値引きさせていただきます。

往復航空券代、海外旅行保険料、成田空港税/燃油サーチャージ、国際電話費用(300ペソ/約700円)、
個人のお小遣い(目安：15,000～20,000円)など。

10名

フィリピン航空

【成田発】＜往路＞ PR433便 成田 14：40 → セブ 18：45 ＜復路＞ PR434便 セブ 08：05 → 成田 13：40
【大阪発】＜往路＞ PR409便 成田 15：25 → セブ 18：45 ＜復路＞ PR410便 セブ 09：05 → 成田 14：25

Cebu International Academy ㈱CIA英語教育

応募締切 2019年6月1９日（金）



“お子様の成長を間近で感じられる英語キャンプ”

開催日程

対象年齢

料金

キャンプ
開催場所

部屋

費用に
含まれるもの

最少催行人数

指定航空会社

費用に
含まれないもの

主催

2019年7月29日(水)～8月19日(水)

保護者 + お子様（3歳～中学3年生）

保護者＋子供１ 656,000円（328,000円/1人）
保護者＋子供２ 894,000円（298,000円/1人）

クラウンリージェンシー マクタン ホテルのツインルーム（42㎡）
キッチン付き：冷蔵庫, 調理用具, 電子レンジ, コーヒーポット

【ジュニア】マンツーマン‐6コマ グループ授業(ネイティブ/フィリピン) ‐2コマ 単語授業‐2コマ 体育の授業‐2コマ
※1コマ40分。英語レベルに応じてネイティブのグループ授業はフィリピン人講師が行う場合がございます。
▣ 体育： 水泳、バドミントン、卓球、ボードゲームなど
▣ 授業スケジュール： 学生の年齢および英語レベルに応じてスケジュールを組みます。
【保護者】 下記 どちらかご参加いただけます。
Aタイム：マンツーマン‐4コマ＋ゴルフ講習＆スーパー(週3回)＋ショッピング(週1回)
Bタイム：マンツーマン‐4コマ＋マッサージ＆スーパー(週3回)＋ショッピング(週1回)
【幼児】マンツーマン‐9コマ 午前9時～5時50分まで

授業

登録代、授業料、食事代、宿泊費、アクティビティ参加費、ガーディアン先生派遣代、SSP申請費用、修了証、電気代、空港送
迎代、テキスト代、セブ空港税、添乗員同行サービス代

往復航空券代、海外旅行者保険料、成田空港税/燃油
サーチャージ、個人のお小遣いなど。

10名

【添乗員同行】 フィリピン航空

Cebu International Academy ㈱CIA英語教育

応募締切 2019年6月19日（金）

※上記以外の便をご利用いただくことも可能です。ご出発空港からの添乗はありませんが、セブ空港までお迎えに上がります。

【成田発】＜往路＞ PR433便 成田 14：40 → セブ 18：45 ＜復路＞ PR434便 セブ 08：05 → 成田 13：40
【大阪発】＜往路＞ PR409便 成田 15：25 → セブ 18：45 ＜復路＞ PR410便 セブ 09：05 → 成田 14：25



“快適のホテル滞在＆充実のカリキュラム”
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ジュニアキャンプ実績NO1!

豊富な授業量

充実のアクティビティ

24時間看護師常駐

快適な施設＆学習環境

ご出発～ご帰国まで

学校スタッフが引率

2003年より1年に2回実施。蓄積されたデータによって
効率的で実用的なキャンプ運営を行っています。

1日あたり40分×12コマの授業(体育含
む)の他、英語日記の時間があります。
短期間で集中的に英語を身に付けるこ
とが出来るカリキュラムです。

フィリピンの文化を学ぶ、ゲーム＆お
菓子作り体験の他、セブならではのリ
ゾートを満喫するPlantation Bay、
Jpark Island Resortなど盛りだくさん。

日本、韓国、中国など他のアジアのお
子様たちと一緒に学ぶグローバルな英
語キャンプです。他国籍の学生と異文
化交流を楽しむことができます。

怪我や病気など万が一の場合もすぐ
に適切な治療を行うことができます。
症状によっては病院へお連れします。

セブのリゾートホテルの施設を教室や寮
として使用するので、快適な宿泊施設と
学習環境を提供することができます。
またガーディアンの先生が付いているの
で安心。

海外ならではの出入国審査や搭乗手続き
などCIAスタッフがサポートします。

キャンプ中はご心配されている親御様にお子
様のご様子をお伝えできるよう、毎日ブログ
で授業の様子や生活状況をアップします。

Facebookページ ‐ Cebu CIA ジュニアキャンプ

キャンプの様子をレポート異文化交流



※上記日程は現地の事情により変更する場合がございます。
※平日・日曜のアクティビティーとして、SMモールショッピング、CIAオリンピック、現地の子供達との交流、タレントショーなどを予
定しております。(日にち未定)
※ファミリーキャンプ、ご家族でご参加いただく場合、日曜日はフリータイムとなります。

〔キャンプ週間スケジュール〕

Schedule

月 火 水 木 金 土 日

2020/07/27 2020/07/28 2020/07/29 2020/07/30 2020/07/31 2020/08/01 2020/08/02

日本→セブ島

午前：オリエンテー
ション＆

レベルテスト

午後：先生と
ショッピング

(ジプニー体験)

通常授業
J Park or

PLANTATION BAY
のいずれか

午前：映画鑑賞
日本への電話

午後：CIA オリンピック

2020/08/03 2020/08/04 2020/08/05 2020/08/06 2020/08/07 2020/08/08 2020/08/09

通常授業 通常授業

短縮授業

通常授業 通常授業
J Park or

PLANTATION BAY
のいずれか

午前：-映画鑑賞
-ブックチェック
-スピーチ練習
-日本へ電話

SMモール
ショッピング 午後：現地の子と交流

2020/08/10 2020/08/11 2020/08/12 2020/08/13 2020/08/14 2020/08/15 2020/08/16

通常授業 通常授業

短縮授業

通常授業

通常授業

マリンスポーツ/
SM ショッピング

午前：-映画鑑賞
-ブックチェック
-スピーチ練習
-日本へ電話

Jmall
ショッピング 修了式 午後：帰国準備

2020/08/17 2020/08/18 2020/08/19 2020/08/20 2020/08/21 2020/08/22 2020/08/23

通常授業 通常授業 セブ島→日本



[集合場所と時間]
【集合時間】

東京 7月29日(水) 11:30AM 

大阪 7月29日(水) 12:30AM

【集合場所】 (予定)

成田空港第２ターミナル ３階 北団体カウンター
関西国際空港 4階 国際線出発 北団体カウンター

【出発便】

7月29日(水) フィリピン航空 PR433便 （14：40発）
7月29日(水) フィリピン航空 PR434便 （15：25発）

※当日はCIAスタッフが各空港にて、「CIA」のプラカードを持ってお待
ちしております。

※遅刻しないようにご集合ください。

〔キャンプ初日の行程表〕

時間 7/29水曜日

11：30 / 12：30 お申込み頂いた空港へに集合

14：40 日本出発（フィリピン航空433便）

18：45 フィリピン・セブ到着

20：00 キャンプ場到着

20：00～21：00 おやつ提供、生活オリエンテーション

21：00～22：00 荷物の整理＆就寝準備

22：00 就寝

３F

成田空港第2ターミナル 3F

関西国際空港 4F 国際線出発フロア

北団体カウンター

4F



レベルテスト

施設紹介

ショッピングタイム

〔キャンプ2日目の行程表〕

時間 8/1水曜日

6：50～7：20 起床＆洗面

7：20～8：00 朝食

8：20～09：50 レベルテスト

10：00～11：00 施設紹介

11：10～12：30 教育オリエンテーション/先生紹介

12：30～13：30 昼食

13：30～14：50 外出準備

15：00～19：00
先生とショッピングタイム(ガイサノマクタ
ン) /夕食は各自ショッピングモールにて

19：30～21：00 お知らせ/日記＆スピーチ作成指導

21：00～22：00 就寝準備

22：00～ 就寝

※上記スケジュールは現地の事情により変更する場合がございます。



〔平日のスケジュール例〕

※上記スケジュールは現地の事情により変更する場合がございます。

授業

※学生の年齢および英語レベルに応じてスケジュー
ルを組みます。
※英語レベルに応じてネイティブのグループ授業は
フィリピン人講師が行う場合がございます。
※1～12時間目はレベルによって授業の順番が変更
になる場合がございます。グループ授業は多少の英
語のレベル差が生じる場合がございます。

1コマ40分

マンツーマン－6コマ
グループ授業(ネイティブ/フィリピン)－2コマ
グループ授業(単語)－2コマ
体育の授業－2コマ

教室

体育を除く全ての授業はCIA専用教室で行われます。

体育

火・木－水泳、 月/水/金－バドミントン、卓球、ボー
ドゲームなど
※現地の天候やスケジュールに応じて変動することも
ございます。

食事

朝食、昼食、夕食全てCIA専用食堂にてご提供します。

時間 Min 平日

6：30 起床

6：50～7：20 洗面＆朝の体操(10min)

朝食 7：20～8：00 60 朝食

1時間目
8：10～9：30

40
授業①マンツーマン

2時間目 40

3時間目
9：40～11：00

40
授業②グループ

4時間目 40

5時間目
11：10～12：30

40
授業③マンツーマン

6時間目 40

昼食 12：30～13：30 60 昼食

7時間目
13：30～14：50

40
授業④マンツーマン

8時間目 40

9時間目
15：00～16：20

40
授業⑤ネイティブ

10時間目 40

11時間目
16：30～17：50

40
授業⑥体育

12時間目 40

夕食 18：00～19：00 60 夕食

13時間目 19：00～20：00 60 英語エッセイ＆お知らせ

14時間目 20：00～21：00 60 日本の宿題

21：00～22：00 60 就寝準備

22：00～ 就寝



〔平日のスケジュール例〕

※上記日程は現地の事情により変更する場合がございます。

授業 1コマ40分

マンツーマン－4コマ

アクティビティ

下記2タイムよりご選択ください。

Aタイム：
ゴルフ講習＆スーパー(週3回)＋ショッピング(週1回)
Bタイム：
マッサージ＆スーパー(週3回)＋ショッピング(週1回)

食事

朝食、昼食、夕食全てCIA専用食堂にてご提供します。

教室

ご宿泊されているお部屋にて授業を行います。

時間 Min 平日

6：30 起床

6：50～7：20 朝の準備時間

朝食 7：20～8：00 60 朝食

1時間目
8：10～9：30

40
自由時間

2時間目 40

3時間目
9：40～11：00

40
授業①マンツーマン

4時間目 40

5時間目
11：10～12：30

40
授業②マンツーマン

6時間目 40

昼食 12：30～13：30 60 昼食

7時間目
13：30～14：50

40

週4：アクティビティー
週1：自由時間

8時間目 40

9時間目
15：00～16：20

40

10時間目 40

11時間目
16：30～17：50

40

12時間目 40

夕食 18：00～19：00 60 夕食

13時間目
19：00～21：00

60
お知らせ＆自由時間

14時間目 60

21：00～22：00 60 自由時間

22：00～ 就寝



時間 土曜日

6：30 起床

6：50～7：20 洗面＆朝の体操(10min)

7：20～8：00 朝食

9：00～19：00

＜土曜外部アクティビティ＞

1週目：Plantation Bay

2週目：Jpark Island Resort 

3週目：SMモールショッピング
/ Water Sports

夕食

19：00～20：00 英語エッセイ＆お知らせ

20：00～21：00 日本の宿題

21：00～22：00 就寝準備

22：00～ 就寝

〔土曜のスケジュール例〕 〔日曜のスケジュール例〕朝の体操

すっきり目を覚ます為に毎朝体操から
スタートします！

アクティビティ

1週目： Plantation Bay

ブックチェック

この時間は学習の進み具合を確認する
ブックチェックとナースが一人ひとり健康
状態チェックを行います。

※上記スケジュールは現地の事情により変更する場合がございます。
※ファミリーキャンプ、ご家族でご参加いただく場合、日曜日はフリー
タイムとなります。

時間 日曜日

7：30 起床

7：40～8：00 洗面＆朝の体操(10min)

8：00～8：50 朝食

9：00～12：20

＜日曜アクティビティ＞

1週目：CIAオリンピック

2週目：トレジャーハンティング

3週目：帰国準備

12：30～13：30 昼食

14：00～16：00 映画鑑賞

16：00～18：00
ブックチェック＆スピーチ練習＆日本へ電話

/フリータイム

18：00～19：00 夕食

19：00～20：00 英語エッセイ＆お知らせ

20：00～21：00 日本の宿題

21：00～22：00 就寝準備

22：00～ 就寝

マクタン島の大型デラックスホ
テルで名物のウォータースラ
イダーや6種類ものプールを
楽しむことができます。

マクタン島のTambliリゾート
で、２大人気のマリンスポー
ツ、ジェットスキー＆バナナ
ボートを体験します。

3週目： Water Sports2週目： Jpark Island Resort 

世界最大級のウォーターエリ
ア。数種類のプールの他、ミニ
ゴルフ、カヤックなど、様々な
アクティビティが楽しめます。



クラウンリージェンシーホテル

清潔な客室と充実した設備、環境のも
とで楽しく快適にキャンプ生活を送るこ
とができます。

〔付帯設備〕
プール，スポーツジム，バドミントン，コ
ンビニ ，カフェ，レストラン，小型動物
園

〔キャンプ開催場所〕

プール バドミントン

スポーツジム コンビニ
※部屋割につきましては年齢
等を考慮し、決定いたします。
- 各部屋ガーディアン滞在

〔お部屋タイプ〕

ロビー 部屋

売店 受付

遊び場

バスルーム 大部屋リビング

バスケットコート

①：４名部屋
②：大部屋3名のベッドルーム3室



Jpark Island Resort Plantation Bay

ウォータースポーツ ショッピング

セブ屈指の大型デラックスホテルでホテルの代名詞とも言える
ウォーターパークでは3本のスライダーの他、ゆったりと流れる
プールや人工波のプール、人工ビーチなど趣向の異なるプール
を楽しむことができます。

セブ島にある巨大ショッピングモール(SMモール)でグループごと
にショッピングを楽しみます。学んだ英語を実際に使ってみる良
い機会にもなります。セブの民芸品、衣類、レストラン、スーパー
の他、多種多様なお店が入っています。

マクタン島のTambliリゾートで人気のマリンスポーツ2種、バナナ
ボートとジェットスキーを体験します。基本的には転覆しないよう
に操縦しますが、水しぶきを浴びたりバウンドしたり、スピード感
を楽しめます。 (※普段着の上からライフジャケットを着用）

セブ屈指のリゾートホテルで数種の巨大なラグーンプールを持つ
のが特徴的です。数種類ものプールの他、カヤック、ロッククライ
ミング、ミニゴルフ、アーチェリー、サイクリング、釣りなど様々な
アクティビティを楽しむことができます。



現地交流 CIAオリンピック トレジャーハンティング

ガイサノショッピング 修了式 ホテルのプール

ホテル施設内に現地の子供達を招き、
ゲームやダンスをしたりと遊びながらコ
ミュニケーションを取ります。
子供達の貴重な体験となります。

国籍関係なくチーム分けをし、運動や
ゲーム様々な種目に挑戦するアクティ
ビティ。他の国籍の友達と親しくなる
チャンスでもあります。

キャンプ敷地内に隠れている宝物を他
国籍のお友達とチームになって探す
ゲームです。協力し合ってたくさん宝物
を見つけましょう。

先生と近くのショッピングモールに行っ
て必要な日用品やお菓子を購入します。
商品、陳列の様子、店員の態度など、
異文化体験ができるはずです。

キャンプ生活を共に過ごした友達や先
生とのお別れ会です。歌やダンスを披
露したり皆で盛り上がり楽しい思い出を
残しましょう。

体育の水泳でも使用しますが、日曜日
のフリータイムにもご利用可能です。安
全に遊べるようキャンプスタッフが監視
しています。



Camp Location

項目 備考

パスポート 有効期限にご注意ください。滞在期間+6ヶ月が必要です。

航空券（e-チケット） 往復航空券をご用意ください。指定便と相違無いか必ずご確認ください。

海外旅行保険証 ※必ずご加入ください。フィリピンの病院で治療を受ける際、病院側に保険加入の有無を証明するために必要な証明書です。

お小遣い（現金） ジュニア：20,000円 ご家族：5万円～ （※お小遣いの目安になります。）

現地提出書類 WEGビザ申請書類、WEGビザ申請書類のコピー（航空会社に提出用）、e-チケットのコピー1部

持ち物（必須）
折り畳み傘、水着、水中眼鏡、日焼け止めクリーム、水筒(タンブラーでも可)
※キャンプ地は各所にウォーターサーバーを完備しています。個人用の水筒を使用。

洗面用具 タオル[4枚以上]、石鹸、シャンプー、リンス、歯ブラシ、歯磨き粉、保湿クリームなど

筆記用具等 学生：筆記用具、ノート2冊（英語日記用1冊、その他学習用1冊）、カバン（テキストなど荷物が多いので敷地内で移動する際に便利です）

電子辞書 電子辞書を必ず準備ください。 （各自紛失や破損には十分ご注意ください。）

充電器
携帯電話や電子製品をお持ちの場合は、充電器もご用意ください。
※携帯電話は日曜日の指定時間のみ利用可能。指定時間以外は日本人スタッフお預かりさせて頂きます。

衣類 / 靴

〔例〕パジャマ、下着、運動着、長ズボン2着、長袖シャツ2着、半袖4着、半ズボン4着、運動靴、スリッパ、サンダルなど）

※フィリピンの洗濯機・洗剤は日本のものと比べて品質が劣ります。また、一度に大量の衣類を洗濯するので伸縮したり、色移りする恐れも

ございます。高価な衣類、繊細な衣類はお持ちにならないことをおすすめします。

★ 服などの紛失防止対策法 ★

服の内側のラベルに油性マジックで名前を書いてください。 [紛失した洋服を探すための最も効果的な方法です。]

常備薬
胃腸薬、風邪薬、消化剤、解熱剤、絆創膏、ビタミン剤、便秘薬、個人的に服用している薬など
（キャンプ地にも一般的な薬のご用意はございますが、日本で服用されたことのある薬のご用意をおすすめします。）

メガネおよびコンタクトレンズ メガネやコンタクトレンズを使用している学生は万が一に備え、予備の物もご用意ください。

目覚まし時計 キャンプ中の起床のため。

旅行カバン（スーツケース） 最大2個、1個あたり最大23kg（重量オーバー時は別途料金が発生します。）

インスタント食品
個人的に食べ物の持込可（ふりかけ、お茶漬け、味噌汁、お茶など）
※万が一、食事が口に合わなかったときの為に、ご準備ください。主食はお米なので、特にふりかけ・お茶漬けのもとが重宝します。

虫刺され用の薬 軟膏（キンカン等）、虫除けスプレーなど

以下のものは絶対にお持ちにならないでください！
- 高価な電子製品、刃物、不法な薬品等、貴重品
- 液体、気体類は機内に持ち込むことが出来ません。必ずスーツケースの中に入れてください。[薬品、保湿クリーム、軟膏、虫除けスプレー等]
- 全ての持ち物には必ずお名前をご記入ください。


