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渡航期間                              日 程 

2017年 3月 2日（木）～3月 25日（土） 24日間  

研修校   

The Center for Language and Lifelong Learning, 

De La Salle University 

滞在方法＆食事条件  

民間学生寮（4人部屋・2段ベッド（予定）/食事なし） 

引率者・添乗員  

引率者・添乗員の同行はありません 

募集人数   

定員 12名（最少催行人数 6名） 

※原則先着順に申し込みを受け付けます。 

研修費用 約 19.3 万円 （10名で実施の場合。10名未満の場合には、費用が上がります。） 

※上記費用は、2016年 9月のレートをもとに算出されたものです。参加費には外貨建てのものが含まれますので、 

為替レートの変動により、総額が変更になる可能性がありますのでご注意ください。尚、参加費の支払いは、 

申込金（5万円）を 2016年 12月下旬、残金納入 2017年 2月上旬～中旬を予定しています。 

単位認定  全学共通教育・教養教育の英語科目として 2単位を認定します。 

 

 月日 予定 滞在 

1 3/2(木) 

羽田空港集合後、出発のご案内 

15:05（予定）羽田空港よりマニラ空港へ

向けて出発（PR421） 

19:20（予定）マニラ空港到着後、 

滞在先へ移動 

民
間
学
生
寮 

2 

｜

23 

3/3(金)- 

3/24(金) 

De La Salle Universityにて研修   

※3/20は祝日のため授業はありません。 

24 3/25(土) 

マニラ空港へ移動 

08:55（予定）マニラ空港から羽田空港へ 

向けて出発（PR422） 

14:00（予定）羽田空港到着後、解散 

－ 

※利用予定航空会社：PR（フィリピン航空） 

※日程表は 2016年 9月現在のものです。現地事情及び航空会社の都合に 

より、変更になる場合がございます。 

【企画・立案】 岩手大学 国際課（グローバル教育センター）   

担当：学務部国際課（国際教育グループ） e-mail：gryugaku@iwate-u.ac.jp      

  
【研修手続き】 国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部 【プロモーション担当】平出 【業務担当】松野 

東京都渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山 

TEL 03-5467-5502  E-mail group@cieej.or.jp （月～金 9：30～17：30） 

【旅行手配 】 （株）カウンシル・トラベル 観光庁長官登録旅行業第 1210号 日本旅行業協会（JATA）正会員 

 

TEL 019-621-6927 
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【研修費用に含まれないもの】 

 海外旅行保険 

（参考費用：東京海上 A2 タイプ/25日まで 17,510円） 

 ご自宅から羽田空港までの往復交通費 

 渡航手続き諸費用（パスポート取得時の印紙代等） 

 個人的な性質の諸費用（電話代等） 

 超過手荷物料金 

（航空会社の規定による超過手荷物運搬料金） 

 研修日程以外に伴う費用 

 滞在期間中の食事代 

 その他、旅行関係費用に含まれていないサービス費用 

 帰国時の羽田空港出迎えサービス 

【研修費用に含まれるもの】 

 往復航空運賃（フィリピン航空/エコノミークラス） 

 空港関連諸税（2016年 9 月現在 4,450円） 

 燃油特別付加運賃 

（2016年 11 月末まで 0円） 

 授業料および登録料 

 Special Study Permit 費 

 滞在費用 

（寮/4人 1部屋/食事なし）（予定） 

 現地空港送迎費用 

       および日本語ガイド費 

 CIEE 研修手続・サポート費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリア情報 フィリピン／マニラ 

フィリピン共和国の首都マニラは、ルソン島の中西部にあり、マニラ湾東岸に位置して

います。「東洋の真珠」という美称を持ち、スペイン人に植民地化された 16 世紀末以降、

独立後も一貫して首都でありつづけています。また、ビジネス・人材・文化・政治などを

対象とした総合的な世界都市ランキングにおいて世界第 51位、東南アジアでは、シ

ンガポール、バンコク、クアラルンプールに次ぐ第 4位の都市として評価されています。 

【気候】 

 3月の平均最高気温 32.1℃／ 

平均最低気温 25.9℃ 

 熱帯地方に位置し、年間を通して湿度が高い。 

12月後半～5月が乾期、そのほかは雨季。 

 

 

研修校  

●デ・ラ・サール大学／De La Salle University 

デ・ラ・サール大学は 1911年フィリピン初のキリスト教系学校としてマニラ旧市街に創

設され、現在では国立フィリピン大学、私立のアテネオ・デ・マニラ大学に並んで、フ

ィリピンの名門大学のひとつとなっています。フィリピンでも 1、2 を争う裕福な大学

ということもあり、清潔で施設が充実しているだけでなく、セキュリティーが厳重なこと

でも有名です。ゲートにはそれぞれ複数のセキュリティーガードが立ち、入校者の IDを

チェックします。そのため、学内での危険や不安はほとんど無く、日本人の持つマニ

ラのイメージとはまったく異なります。 

 

●英語研修施設／The Center for Language and Lifelong Learning (CeLL)  

デ・ラ・サール大学の付属語学学校である Center for Language and 

Lifelong Learning (CeLL)は 1989年に設立され、英語を第二言語

とする方を対象としたコースを提供しています。  

 



無断転載禁止 国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部 

授業内容 3週間 

 技能別のコースを選択（1 コース約 30時間完結） 

Conversational English、English Pronunciation、 

Reading Comprehension and Vocabulary development、Writing Skills 

より 3 コースを選択  

 コース選択前にプレイスメントテストを実施 

 授業は 1 コース 2時間×3 コース（1日 6時間）、月曜日～金曜日 

 1 クラス 4～14名 

※既存のコースに参加する Open Class（Integrated Class）になります。 

 TESLで博士号を持つ専任教員の監督のもと、非常勤教員が担当（岩手大学と同様の体制）。 

学生寮 Taft Tower Dormitories   

 部屋タイプ：4人部屋 2段ベッド（予定） 

 共 有 設 備：トイレ、バスルームは共用 

 立 地 条 件：大学まで徒歩圏内 

食事条件 食事なし 

 大学のカフェテリア、大学近辺にたくさんある食堂を利用。 

 定食で約 120PHP（約 300円）程度。 

申込について 

■募 集 期 間：11月 7日（月）～11月 30日（水） 

■必 要 書 類：①参加申込書 ②誓約書 

■提 出 先：岩手大学 国際課（グローバル教育センター） 

■参 加 決 定：12月 7日（水） 

注意事項 

 申込人数が 12名を超えた場合、選抜となります。参加者として決定してからのキャンセルは原則不可です。 

 当研修は全員が出発から帰国まで同一旅程で参加するものであり、渡航期間の変更、宿舎の変更はできません。 

 当研修には大学教職員や添乗員の引率はありません。 

 パスポートを所持していない者は速やかに申請手続きを行うこと（申込期間までに間に合わなくても可）。 

 外国籍の学生はビザ取得が必要な場合があるので、申込の前に岩手大学国際課（グローバル教育センター）に相

談すること。ただし、外国籍の者は渡航国政府の判断によりビザが発給されず、参加不可になる場合があります。 

 国際情勢や開講大学の事情等により、研修の中止や研修期間の変更が生じる場合があります。 

出発までのスケジュール 

日程 行事 

11月 2日（水）12：00～13：00 募集説明会 

11月 7日（月）～11月 30日（水） 募集期間 

12月 7日（水） 参加者発表 

12月 23日（金） 提出書類回収及び申込金（5万円）振込締切 

12月 26日（月）10：30～12：00 第 1回オリエンテーション 

2017年 2月上旬～2月中旬（CIEEより請求書を発行） 参加費残金納入 

2017年 2月 7日（火）夕方 第 2回オリエンテーション 

2017年 4月     帰国報告会 
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◎ 手配団体・旅行会社について---CIEE、カウンシル・トラベルとは--- 

国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部は、本部をアメリカにおく、非営利・非政府（NPO・NGO）の国際交流団体です。 

このたびの短期海外研修の「研修手続きの代行部分」を担当し、関連旅行会社 ㈱カウンシル・トラベルは航空券等の

「旅行手配」をお受けします。 

添乗員として研修に同行することはありません。予めご理解の上、お申込みください。 

プログラム主催：岩手大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ キャンセル料（取消料）について 

お申し込み後にご参加をお取消しされる場合には、以下のキャンセル料を申し受けます。 

 

CIEE 

 ①取消手配料 ⇒キャンセルされた日によって料金が変わります 

②研修校取消料 ⇒各研修校で決められているキャンセル料です 

カウンシル・トラベル  ③旅行費用取消料 ⇒往復航空運賃等に関するキャンセル料です 

  ①＋②＋③＝キャンセル料 

 

申込み取消し受付け日 ①取消手配料 ②研修校取消料 ③旅行費用取消料 

出発日の 31日前まで ¥37,800 ＠ 0% 

出発日の 30日前から 22日前まで ¥48,600 ＠ 20% 

出発日の 21日前から 14日前まで ¥59,400 ＠ 20% 

出発日の 13日前から出発日 3日前まで ¥70,200 ＠ 20% 

出発日前日及び前々日 ¥70,200 ＠ 50% 

*＠＝研修校で規定されている取消料 

※ 申込み取消し受付け日とは、CIEE が参加者から書面にて変更依頼を受取った日を指します。電子メールに

よる代用は受け付けられません。また、CIEE の執務時間（9:30～17:30）外および土日祝日・年末年始休暇は

翌営業日扱いとなります。 

※ 出発日当日や出発日以降にキャンセルされた場合、返金はありません。 

※旅行費用とは往復航空券代、燃油特別付加運賃、滞在費用、送迎車および日本語ガイド費用を指します。 

㈱カウンシル・トラベル：旅行手配会社                      

CIEEのトラベルサービス部門。CIEEの国際交流プログラムに参加する方々の旅行手配をサポート。 

→本プログラムの航空券・ビザ、および海外旅行保険手配を行います。 

 

国際教育交換協議会（CIEE）：研修手続き代行団体  http://www.cieej.or.jp/    
英語の試験 TOEFLの日本事務局、および高校生、大学生、小・中・高等学校の教員を対象に様々な国際交流プログラムを提供する 

非営利団体。→岩手大学より委託を受け、本プログラムの申し込み手続きを実施します。 

 The Center for Language and Lifelong Learning,  

De La Salle University 
：現地での研修とサポートを提供 


