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ＣＰＩＬＳ 高校生キャンプの特徴

＊ 日本では出来ない経験を！！ そして大きな成長を！！

大学受験、就職、グローバル人材、等 これらキーワードとなる言葉が世の中に飛び交う今日。将来への希望と不安を持ち合わせる高校生に、英語学習と共に、
日本では体験する事の難しい経験が出来るセブにて、将来のための成長を促します。
英語力の発展は勿論、授業や、校外でのボランティア活動等にて現地の人々や、外国人と触れ合うことにより、または文化や、生活習慣、考え方の違いを肌で
感じる事が出来、視野を広げ、驚きと感動を体験して頂けます。

＊ 徹底した学習プログラムと管理システム

ＣＰＩＬＳの多くのデーターを分析し作られた、マンツーマンと少人数グループレッスンの組み合わせにて構成される徹底したプログラム。
マンツーマンレッスンでは、英語の基礎となる 「話す、聞く、読む、書く」 を集中学習し、グループレッスンにて、多様な教材や主題を他の外国人生徒と一緒に
対話形式にて意見を取り交わし、様々な状況別会話能力を養います。
また、１日のスケジュール終了後は、毎日担任の先生との予習・復習により進歩状況をチェックし、得意な分野は更に伸ばし、苦手な分野は克服する無駄のない
管理システムにより、翌日のレッスンをより効果的に導きます。
実践的な会話から、文法、筆記までトータルに集中学習するので、大学受験、就職、海外進学 等の準備にも最適です！！

＊ 担任の先生との共同生活による安心の留学生活！

学校滞在中、校内の寮にて生徒２名に付、フィリピン人の先生が一緒の部屋にて生活を共にします。 セブ空到着から帰国までの間、生徒と一緒に
生活しながら、授業面、生活面をサポートします。 授業中のみならず、生活の中でも英語で考え、会話する事により英語に慣れ、更に英語脳を作ります。
また、生徒の体調不良の時等も迅速に対応が可能となり、安心して留学生活を送って頂けます。

＊ 勉強だけでなく、週末は思いっきりセブの海を満喫！！！

平日はしっかり英語の勉強をし、週末は存分にセブのきれいな海を満喫します。
セブ自慢のエメラルドグリーンの海をバンカーボートで周遊しながら、熱帯魚やサンゴ礁を観察できるスノーケリングと、水上のレストランで海の幸を味わう
ランチ付ツアーへ出かけます。
また、セブ市内の観光や、現地の人々と触れ合うボランティア活動も行い、おもいっきりセブを楽しみます！！

＊日本よりスタッフ引率 (3月25日成田空港出発限定、行きPR433便、帰りPR434便)

成田空港よりご出発の場合、行き、帰り共にＣＰＩＬＳ日本オフィススタッフが生徒さんを引率しサポート致します。
（成田空港以外よりご出発される場合は、セブまでの往復は各個人様にて行って頂きます。）



プログラム詳細

学校名
Center for Premier International Language Studies
（センターフォー プレミア インターナショナル ランゲージ スタディズ） 参加条件

高校生
セブ島の生活環境を理解して、集団行動及び学校規則が守れる方。

滞在先
CPILS専用寮３人部屋 担任講師と同室 男女別
（生徒２名に付 担当講師１名）

募集人数
２０名
（コース開催最低人数 10名様より）

食事
食堂にて１日３食（朝昼夕） バイキング形式
（移動日を除く滞在中）

募集期間 ２０１７年２月２４日（金）まで

出発日

コース① 2017年3月20日（月）～ 4月5日（水）16泊17日
(往路：引率なし / 復路：引率あり（成田空港行のみ）

コース② 2017年3月25日（土） ～ 4月5日（水）11泊12日
（往復共に引率あり：成田空港発着の場合のみ）

留学費用
コース① ¥254,000
コース② ¥206,000
（お支払方法は、別紙参照）

費用に含まれる物

登録代、授業料、 宿泊代、 食事代、 教材費、アクティビティ
代、各施設使用料、 学生許可証登録代、スタッフ添乗サービス
代、ガーディアン寝泊り代、光熱費、レストラン食事代、アルバム代
、CPILS T-シャツ代、利用航空会社

（引率あり）

成田空港 発着 フィリピン航空 直行便
行き：3/25 PR433便 帰り：4/5 PR434便
（他空港、航空会社ご利用の方は各自にてご出発となります。） 費用に含まれない物

往復航空券代、 成田空港税/燃油代、ビザ申請の写真代、
セブ空港税、海外留学保険代、 お小遣い、現地で掛かる費用

航空券代目安

フィリピン航空直行便（往復）
成田発着

58,000 円 （日程変更不可）

成田空港税＋燃油サーチャジ 4,290 円 （2016年9月現在）

現地で掛かる費用

教科書代 約￥5,000

セブ空港使用税 約￥1,900 （７５０ペソ）

ビザ申請の写真代 約￥150

お小遣い ２万円以内（生活用品、お土産等）

＊燃油サーチャージ代は若干の変更がある場合があります。

レッスン内容

１：１×３コマ、 １：４ ×２コマ、 １：８ or １：２×２コマ
グループレッスン×２コマ（月～木曜日のみ）
（月～木 各５０分、 金曜 各４０分、 グループレッスンは 月～木 各５０分

＊レベルチェックテストの結果、初級の方は、１：８レッスンが１：２レッスンへ
変更となります。

＊セブ空港使用税は金額が変更となる場合が御座います。



スケジュールの例（1次）

時間割（例）

7:00～7:50 朝食 14:50～15:40 １：８レッスン（ネイティブ講師）

8:00～8:50 １：１レッスン 15:50～16:40 グループ ライティング

9:00～9:50 １：１レッスン 16:50～17:40 グループ リスニング

10:00～10:50 １：１レッスン 17:40～18:40 夕食

11:00～11:50 １：４レッスン 18:40～20:40 水泳・ダンス・スピーチ
練習等（校内アクティビティ）

11:50～12:50 昼食 20:50～21:50 Free time

12:50～13:40 １：４レッスン 22:00～23:00 日本の宿題・就寝準備

13:50～14:40 １：８レッスン（ネイティブ講師） 23:00 就寝

小学校訪問＆外食

アイランドホッピング
＆リゾートビーチ

＊金曜日は、１：１、 １：４、 １：８ は各４０分、 他グループレッスン２コマはお休みとなります。

＊月～木曜日のレッスン時間は各５０分となります。

＊校外アクティビティは、天候等によりスケジュール変更の場合もあります。

3/20（月） 日本出発→セブ到着→学校到着
3/27（月）

～
3/31（金）

英語レッスン
※3/31(木)はレッスン後、孤児院もしくは現地
小学校を訪問します。

3/21（火）
午前：レベルチェックテスト、オリエンテーション
午後：ショッピングセンター（両替、証明写真撮影）

4/1（土）
リゾートホテル
(プール、ビーチ、ランチ)

3/22（水）
～

3/24（金）

英語レッスン
※3/24(金)は放課後、夕食は外食となります。

(フィリピン料理)
4/2（日） ショッピング＆ランチ(外食)

3/25（土）
午前：自由時間
午後：ショッピング

4/3（月）
～

4/4（火）

英語レッスン
※4/3（月）は放課後、卒業式があります。

3/26（日） アイランドホッピング 4/5（水） 帰国



スケジュールの例 (2次)

時間割（例）

7:00～7:50 朝食 14:50～15:40 １：８レッスン（ネイティブ講師）

8:00～8:50 １：１レッスン 15:50～16:40 グループ ライティング

9:00～9:50 １：１レッスン 16:50～17:40 グループ リスニング

10:00～10:50 １：１レッスン 17:40～18:40 夕食

11:00～11:50 １：４レッスン 18:40～20:40
水泳・ダンス・スピーチ
練習等（校内アクティビティ）

11:50～12:50 昼食 20:50～21:50 Free time

12:50～13:40 １：４レッスン 22:00～23:00 日本の宿題・就寝準備

13:50～14:40 １：８レッスン（ネイティブ講師） 23:00 就寝

孤児院訪問＆ショッピング

アイランドホッピング
＆リゾートビーチ

＊金曜日は、１：１、 １：４、 １：８ は各４０分、 他グループレッスン２コマはお休みとなります。

＊月～木曜日のレッスン時間は各５０分となります。

＊校外アクティビティは、天候等によりスケジュール変更の場合もあります。

3/25（土） 日本出発→セブ到着→学校到着 4/1（土）
リゾートホテル
(プール、ビーチ、ランチ)

3/26（日） アイランドホッピング 4/2（日） ショッピング＆ランチ(外食)

3/27（月）

・レベルチェックテスト、オリエンテーション
・英語レッスン (3コマ)
・ショッピングセンター（両替、証明写真撮影）

※滞在期間が短いため、月曜日も3コマレッスンが
あります。 (各50分授業)

4/3（月）
～

4/4（火）

英語レッスン
※4/3（月）は放課後、卒業式があります。

3/28（火）
～

3/31（金）

英語レッスン
※3/31(木)はレッスン後、孤児院もしくは現地
小学校を訪問します。

4/5（水） 帰国



概要 適用 期日

STEP 1 申込
申込書を ＦＡＸ 又は郵送にてお送り下さい。
＊定員になり次第、募集終了となります。
＊パスポートの有効残存期間が出発日より6か月＋滞在日数が必要となります。

2/24 (金）

STEP 2 ご入金 期日までにご入金頂きます様、お願い致します。 3/3（金）

STEP 3 ハンドブック送付 ハンドブック（留学の手引き）等、を郵送にてお送り致します。 10日前頃

STEP 4 出発 成田空港へ集合、又は各自他空港より出発
1次： 3/20（月）
2次： 3/25（土）

申込から出発までの流れ

摘要 取消料

出発日よりさかのぼり ２１日目以降より ３日前までに解約された場合 30,000円

出発よりさかのぼり ２日目 以降より 当日に解約された場合 50,000円

出発後に解約された場合 留学費用の１００％

春 高校生合宿キャンセル規定

【申込後の高校生合宿キャンセル料】

【申込後の航空券キャンセル料】

摘要 取消料

申込後で3/1(水)以降に解約した場合 30,000円

無連絡不参加/キャンプ開始後 航空券代金の１００％

＊3/1（水）PM6:00までの解約は無料です。但し、航空会社より早期発券依頼があった場合は取り消し料（チケット代の100％）が掛かります。

【コース中止の場合】

コース開催条件として、最低参加ご希望者数が１０名様より開催致します。 2月24日（金）までにご希望者が１０名様未満の場合、高校生キャンプは
中止とさせて頂く場合があります。中止の場合、ご連絡させていただきます。


