
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALETTE SCHOOL 

学校生活ガイド 

201８年５月改訂 



はじめに PALETTE SCHOOL にご留学予定の皆様へ 
この度は、数ある語学学校の中から、PALETTE SCHOOL をお選びいただき、誠にあ
りがとうございます。 
本冊子では、当校での学校生活、フィリピンでの生活に関する情報をご紹介しており
ます。 
予め、ご留学前に本冊子をお使いのスマートフォンやタブレッドにダウンロードして
いただき、オリエンテーション時にお持ち下さいませ。 
PALETTE SCHOOL の教師・スタッフ一同、皆様にお会いできる日を心よりお待ち申
し上げております。 
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①PALETTE SCHOOL 学校規則 
1. 授業について 
タイムテーブル 
・	授業は平日の８：３０～１７：２０に実施しています。授業時間は１クラス５０分、１日の授業数はお１人様６

コマ（Man to Man Class:５コマ、Group Class:１コマ）となります。レベルチェックテストの結果を元に、時

間割と教科書をお渡し致します。 

・	 Group Class は、教師１名に対して、生徒様２～３名の授業となります。しかし、欠席者が多い場合、教師との

マンツーマン授業に変更となる場合もございます。 

・	また、毎週金曜日の１６：３０～１７：２０の授業は、英語を使った Activity Class となります。Activity の内

容や開催場所については、決定次第、随時ご連絡差し上げます。 

 
Breakfast 7:30-8:30 open 
Class1 8:30-9:20 (10 minutes break) 
Class2 9:30-10:20 (10 minutes break) 
Class3 10:30-11:20 (10 minutes break) 
Class4 11:30-12:20 (10 minutes break) 
Lunch 12:00-13:00 open 
Class5 13:30-14:20 (10 minutes break) 
Class6 14:30-15:20 (10 minutes break) 
Class7 15:30-16:20 (10 minutes break) 
Class8 16:30-17:20 (10 minutes break) 
Dinner 19:00-20:00 open 

 

 

授業内容、テキストの変更について  
・	教科書の変更をご希望の場合、ご変更希望日の７日前までに、日本人スタッフもしくは、担当教師にお申し付け

下さいませ。テキスト選び、また学習の進め方に関してご相談があれば、担当教師、日本人スタッフに、随時お

気軽にお声がけください。 

・	教科書は必ずお買い求めいただくものになります。返品、返金の処置は承ることができません。予めご了承下さ

い。 

・	テキストの配布に、1週間程かかる場合がございます。 

 

 
授業の欠席・遅刻・臨時休校・振替授業について 
・	生徒様のご都合による授業の欠席・遅刻 



- 当校では、授業の欠席による罰則等は設けておりません。ただし、いかなる理由においても授業を欠席

される場合は、必ず事前に Messengerの「PS Teachers & Students」グループにお知らせ下さい。ご連絡

いただく際には、ご氏名・欠席する授業を英語でお知らせ下さいませ。 

- 急な体調不良や急用によって欠席される場合、オフィスのインターネットをご利用いただけます。また、

多くの職員、教師が利用しておりますので、緊急時以外のご利用はお控え下さいませ。 

- 授業に１５分以上遅刻された場合、授業を受けることができません。 

 

・	臨時休校・振替授業 
- 台風・異常気象による休校の場合 
フィリピン政府の基準に基づき、災害被害が予測される場合は休校処置をとらせていただきます。また、それに

限らず、学校運営が困難だとスタッフで判断した場合、休校処置をとらせていただく場合がございます。予めご

了承下さいませ。休校となる場合、スタッフから生徒様にご連絡を差し上げます。 

- 国で定められた祝祭日 

フィリピンでは、急遽、祝祭日が制定、公表されることがあります。これに従い、急遽、休校のご連絡を差し上

げる場合がございます。 

 

・	また上記の場合、授業の振替や授業料のご返金などの対応はできかねます。 

・	ただし、当校の事情で授業をご提供できない場合は、別途、振替授業をご用意致します。振替授業は、平日に実

施致します。例えば、通常クラス数が 1日 6 クラスの生徒様に 2クラス分振替が必要となった場合、7クラスの

授業日を２日設けさせていただきます。ただし、ご帰国直前に、当校の事情により授業をご提供できない場合は、

ご返金(400 ペソ / 1 クラス)にてご対応させていただきます。 

 
 

2. 学校生活について 
食事・飲み水について 
・	お食事について 
- Berjaya レストランにて、平日１日３食のお食事をご提供しております。お食事の提供可能時間は、朝食７：

３０～８：３０、昼食１２：００～１３：００、夕食１９：００～２０：００となっております。 

- 必ず、当校の生徒様専用の食券をお持ちいただき、窓口にてご提示下さい。また、朝食・夕食は予約制とな
っており、毎昼食時に所定の用紙に必要事項をご記入いただく必要がございます。ご予約をされていない場

合、お食事を提供できませんので、ご注意ください。 
- 土日・祝日のお食事は、生徒様ご自身でご用意いただいております。Berjaya レストランは日曜日の夕食を
除き、ご利用いただけますが、別途、料金が発生致します。ご利用になられる際には、GK Farm 内のスーベ

ニアショップにて、専用のスタンプをご購入下さい。ご留学費用には、土日・祝日の食費は含まれておりま

せん。土日・祝日に当校の食券をご利用いただくことは固くお断りしております。万が一、不正使用が発覚

した場合、厳重注意の上、食券のご利用を停止（留学期間中の食費の全額ご負担）させていただくこともご

ざいます。 
 



・	飲み水について 
- フィリピン国内の水道水は、飲料用としてのご利用はできません。飲料水が必要な場合は、GK Farm 内にあ

るサリサリストアでミネラルウォーターをご購入いただくか、Farm 内に設置してあるウォーターサーバーをご

利用下さい。 
 

 

洗濯物について  
・	洗濯サービスをご利用される場合、当校指定の場所にご提出下さい。ご利用になられる場合、必ずWashing Card

に必要事項をご記入いただき、洗濯物と併せてご提出下さい。Washing Card が必要な場合は、当校のオフィス

内「Student’s Board」から必要な枚数をお取り下さい。GK Farm 内にご滞在の生徒様に限り、１週間に１回の

洗濯サービスのご利用は無料となっております。２回以上ご利用になられる場合は有料となりますので、ご注意

下さい。 

・	洗濯物の仕上がりは天候や量により、翌日・翌々日になってしまうことがございます。 

・	女性の生徒様は、下着類に限り、ご自身での洗濯をお願い致します。お部屋に、室内で干していただくためのハ

ンガーをご用意しております。 

 

 

インターネットのご利用について 
・	 男性用宿舎、女性用宿舎それぞれに据え置き型のWiFi を設置しています。 

・	 アジア諸国の中でも、フィリピンはインターネット環境が整備されていない国の１つです。日本に比べると、格段に

インターネットの速度が遅くなります。 

・	 Wi-Fi のパスワードは、WiFi 本体の裏面に記載されております。 

・	 学校周辺には、インターネットをご利用いただけるカフェがあります。 

 

 

宿舎の清掃について 
・	 週２回、お部屋の清掃があります。お部屋の清掃中は、生徒様の立会いが必要となります。 

・	 また、お部屋のルールを守り、清潔な状態を保っていただくことをお願い致します。 

 

 

教室の利用時間について 
・	教室使用可能時間は、平日８：３０～１７：２０となります。必ず、ドア・窓の施錠、電気の消灯、エアコンの

運転停止を確認してから、ご退室下さい。電気・エアコンの消し忘れがある場合、追加料金をご請求する場合が

ございます。平日の利用可能時間外、土日・祝日でのご利用や、授業以外の目的でのご使用はお控え下さいませ。

万が一、不正使用が発覚した場合、厳重注意の上、退学処分とさせていただくこともございます。 

・	 GK Farm 内には、当校の自習室はありません。自習スペースとして、Berjaya レストラン、PALETTE のオフィ

ススペースをご利用いただけます。ただし、オフィススペースのご利用は２２：００までとなります。ご退室の

際には、電気の消灯及び、使用した備品の整理整頓を実施して下さい。 

 



プールのご利用について 
・	 プールの利用時間は、1７:00～20:00 時となっております。ご利用の際は、「Souvenir Shop」のスタッフにプールを

使用する旨をお伝えいただき、プール入り口の鍵を受け取って下さい。ご利用後は、必ず鍵をご返却下さいませ。ま

た、無断で使用することはお断りしています。 

 

 

教室・お部屋の備品の扱いについて 
・	 ご滞在先のお部屋・教室の備品は大切にご使用いただくように、ご協力をお願い申し上げます。他の生徒様もご使用

になる物です。万が一、破損させてしまった場合、お手数ですが、必ずスタッフまでご一報下さいませ。また、状況

を確認した上で、修理費用をご請求する場合もございます。教室・お部屋の鍵を紛失された場合は、鍵の作成手数料

として 100 ペソをご請求致します。 

・	 ホットシャワーをご利用の生徒様は、ご利用時以外、ホットシャワーのスイッチをお切り下さい。故障の原因となり

ます。 

 

 

貴重品の管理・お部屋の施錠について 
・	貴重品は、ご自身で責任を持って管理して下さい。女性用ドミトリーには、１部屋に１台、金庫をご用意してお

ります。紛失された場合、当校は一切の責任を負いかねます。また、安全確保のため、他者（PALETTE 関係者

や修理業者を除く）の入室を許可することはせず、就寝時や外出時は、必ずお部屋のドアの施錠を確認して下さ

い。 

 

 

門限について 
・	 当校の門限は、午前 12 時とさせていただきます。それ以降の外出は、お控え下さい。また、学校外で発生した問題

に関しては、当校は一切の責任を負いかねます。予め、ご了承いただき、ご自身の責任で行動して下さい。 

・	 学校周辺の公共交通機関は、19:00 頃には終了してしまいます。 

・	 深夜は、敷地入り口のゲートが閉まる可能性がございます。 

 

 

学校敷地内での喫煙・飲酒について 
・	 所定の喫煙所以外での喫煙は禁止されています。喫煙所はゲート周辺に１箇所あります。 

・	 また、学校内での飲酒は禁止されています。ご滞在先のお部屋内での飲酒も禁止です。 

 

 

男女間の部屋の行き来について 
・	 異性の生徒様が滞在されているお部屋への入室は禁止しています。他の生徒様からクレームがあった場合、スタッフ

が発見した場合は、状況を確認させていただいた上で、退学などの処分をお伝えする場合もあります。 

 

 



停電・断水時の対応について 
・	停電・断水の際には、教師もしくはスタッフにご連絡下さい。対応を検討し、ご案内致します。 
 

 

フィリピン人との交流について 
・	 GK Farm は、多くのフィリピン人の利用者が居ます。GK Farm 内での異性交際は禁止されています。それに伴い、

PALETTE SCHOOL の教師、SEED PHILIPPINES の生徒、及び GK Farm 内で生活するフィリピン人との交際は禁止

しています。発覚した場合、退学処分を含む厳重な処分を検討致します。 

・	 彼らとの交流について、以下のことに注意してください。これらに反する行動によって起きたトラブルについて、当

校は一切の責任を負いかねます。 

・	 現地の住民が生活しているコミュニティーについて 

- コミュニティー内の住居へのホームステイ（宿泊）はご遠慮ください。 

- 夜間に 1 人でコミュニティーに立ち入ることは避けてください。 

- プライベートな交流を持つことはご遠慮ください。 

・	 SEED PHILIPPINES について 

- SEED PHILIPPINES の生徒とのプライベートな交流を持つことはご遠慮ください。SEED PHILIPPINES の校則で、

生徒が外部の人間とプライベートな関係や交流を持つことは禁止されています。 

・	 教師との交流について 

教師への過度な物品や金銭の授与はご遠慮ください。 

・	 過去に、当校の生徒様とフィリピン人の間でトラブルが発生したことがあります。フィリピン人との交流において、

疑問に感じられることがあれば、日本人スタッフにご相談ください。 

 
   

3. スタッフのサポートについて 
スタッフとの連絡方法 / 連絡先について 
・	教師変更やアクティビティの内容など、留学生活に関わる情報は、Messenger の「PS Teachers & Students」

グループにお送り致します。 

・	当校では LINE「PS 連絡」グループを運用しております。日本人スタッフに緊急のご依頼がある場合はこちらに

ご連絡下さい。 

・	ご用の際に、スタッフが見当たらない場合は、お気軽に以下のスタッフの連絡先にお問い合わせ下さいませ。西

村：TEL：09490562267 / LINE ID：n.tomoaki418 

 

 

備品の貸出について 
・ご卒業の際に、当校の備品をスタッフまでご返却下さいませ。 

 

 

 



コピー機の使用について 
・	オフィスのコピー機をご使用いただくことができます。（有料 / A4 サイズのみ対応） 

・	ご使用の際には、使用者様リストに必要事項をご記入の上、スタッフにご利用料金をお支払い下さい。 

・	利用可能時間は、平日午前８:30～18:00 とさせていただきます。 

・	料金は、白黒１枚３ペソ、カラー１枚５ペソとなります。 

 

 

帰国時の送迎バンの手配 
・	 帰国される際に、送迎バンを手配することが可能です。ご卒業の 1週間前に、スタッフがお伺いいたしますので、ご

利用になる場合はお申し付け下さいませ。費用は、2752 ペソ / 1 台となります。 

・	 ご利用される場合、費用はドライバーに直接お支払い下さい。  

・	 また、上記の金額は全額レンタカー会社に支払うものとなります。  

 

 

ご留学中の費用のご請求 / お支払いについて 
・	 以下の費用については、ご卒業の１週間前までに、スタッフがご請求書を発行致します。ご卒業までにお支払い下さ

いませ。 

- 教科書代 

- オプションクラス受講費 ※受講された生徒様のみ 

- スタディーツアー参加費 ※参加された生徒様のみ 

- ピックアップ費用 

- 洗濯代 ※週２回以上出された生徒様のみ 

- 共益費 

 

 

4. その他 
テスト 
・	当校では、毎月最終金曜日にアチーブメントテストを実施しております。 

・	ただし、入学から 2週間が経過していない生徒様はテストの対象外です。通常授業となります。 

・	テストを受講してから 2週間が経過している生徒様の中で、次回のテストまでに卒業となってしまわれる生徒

様には、別途テストを受講していただくことが可能です。 

 

 

スタディーツアー 
・	当校では、生徒様を対象にした、貧困地区を訪問するスタディーツアーを開催しております。 

・	スタディーツアー代金は留学費用には含まれておりません。参加される場合は、別途代金をお支払いいただくこ

とになります。  

・	また、代金の内訳につきましてはスタディーツアーを提供している団体への支払い、送迎のバン代のみになりま



す。  

・	スタディーツアー代金の支払いにつきましても、参加される場合は留学の最終日に諸費用とともにお支払いいた

だきます。 

・	必ず事前オリエンテーションにご参加下さい。 

・	同意書をご記入いただく必要がございます。事前オリエンテーションの際に、配布/回収致します。 

 

 

ビザの延長手続き 
フィリピンでの滞在期間が 30 日を超過される場合、ビザの延長手続きが必要となります。30 日を超過してからの

延長手続きは、罰金が発生します。ご注意ください。 

・	当校では、ツーリストビザの延長手続きを生徒様にご対応いただいております。 

・	ビザ延長手続き日には授業を受講いただくことはできません。留学費用には含まれておりません。 

・	事前にビザ延長手続きの希望日時をスタッフまでご連絡下さいませ。 

・	ビザ延長手続きの場所、ビザ延長手続きの際に必要となる物に関する情報は、別紙「ビザ延長手続きの手引き」

に記入されています。ビザの延長手続きが必要な生徒様は、必ずご確認下さいませ。 

 

 

学校への改善要望 
・	当校では、学校サービス全般の改善を目指し、生徒様を対象にした定期的なスタッフとの面談を設けております。 

・	それ以外にも、当校に対するご要望については、日本人スタッフにお気軽にお伝えくださいませ。 

 

 

日用品のご購入 
以下の日用品は、生徒様でご購入をご負担いただいています。 

・	教科書 

・	日用品 (トイレットペーパー、石鹸、シャンプー、など) 

・	タンブラー（日本から持ち込んでいない場合） 

・	蚊除けクリーム、虫さされ薬（日本から持ち込んでいない場合） 

※	殺虫剤は準備しております。 

・	教科書を持ち運ぶ用のバッグ、カバン（日本から持ち込んでいない場合） 

・	外出時の交通費 など 

 

 

 

 

 



②学校周辺地域のご紹介 
 学校周辺案内図 

 

 



 

 

 

アンガット案内図 

 
・Barista Cafe 

 
無料 Wi-Fi が使えるお洒落な caféです！ 
Wi-Fi の繋がりも good！！ 
メニューもハンバーガーやパスタと充実していて、水タバコも体験するこ
とができます。 
 
ドリンク一杯 約 15 ペソ～50 ペソ 
一食当たり 約 100 ペソ～150 ペソ 
 

←
to
	G
K�

Angat	public	market�



・Hash tag Cafe 
 

ここのカフェでは、ハンバーガーやパスタはもちろん 
デザートでチーズケーキを食べることができます。 
これまた結構美味しいんです！！ 
ぜひお試しください！ 
 
ドリンク一杯 約 30 ペソ～100 ペソ 
一食当たり 約 90 ペソ～200 ペソ 
 
 

 
・Angat public market 

 
日用品から衣類、食料品と揃いに揃った地元のマーケットです。しかし、
全てが揃っているわけではありません。 
そこはフィリピンクオリティです。 
ご了承ください。 
 
 
 
 
 

 
・焼き鳥 屋台 

 
Angat のシンボルであるブロンズ像の横にひっそりと構える焼き鳥屋さん。 
フィリピンの焼き鳥は基本的に赤色なのに対し、このお店の焼き鳥は日本
テイストです。 
その理由は、ここ店主が日本で暮らしたことがあるからだとか。 
一本 12 ペソからです。 
 
 
 

 
・Angat river 

 
Angat のマーケットを真っ直ぐに抜けると、大きな川に着きます。景色も
開けていて、リフレッシュには持ってこいの場所です。 
 
 
 
 
 
 

 



 
GK～最寄りの街への交通費早見表 

※	 3 人で割った場合の料金になります。 

※	 夜 19 時以降は料金が上がります。約 2倍を目安として下さい。 

※	 GK to Garden への道のりは乗り継ぎが複雑です。事前にスタッフまでご質問下さい。 

 
学校最寄りのサリサリストアについて 

利用可能時間：午前１２時まで  

※ただし、特別な理由がある場合（入学パーティー・卒業パーティー）は延

長可能 です。その際は、サリサリの従業員に一言伝えて下さい。  

・貴重品の管理について ご自身で管理していただき、必ず自分の目の届く

ところに所持して下さい。    

・トラブル発生時の対応について： 他の利用者との間でトラブルが発生し

たときには、必ず自分で処理しようとせずに、 サリサリの従業員に対応を

依頼して下さい。 ケガをしてしまった場合、遠慮せず、サリサリの従業員

に手当をして欲しい旨をお伝え下さい。 

 
 

学校からマニラ首都圏までの行き方 

 

 



 

 
 

 
 
 



 

マニラ首都圏から学校までの戻り方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



マニラ首都圏のご紹介 
メトロ・マニラとは？ 

メトロ・マニラ（マニラ首都圏）とは、フィリピンの中心地です。

日本で言うところの、東京 23 区に位置しています。わざわざ、「東

京 23 区」と言わずに、総称として「東京」と呼ぶように（23 区外

にお住いの方には申し訳ありません）、フィリピンでも、「メトロ・

マニラ」とは言わずに、「マニラ」と呼ばれます。（ただし、マニラ

首都圏の中に、マニラ市もあるので少しややこしいのですが。） 

PALETTE SCHOOL（以下、PS）から最も近い首都圏内の都市は、

ケソン市（通称：Q.C.）です。PS から公共交通機関を利用して、

およそ 3時間で到着できます。学校周辺ののどかな田園風景からは

想像もできないような、街並みが広がっています。エリアによって

は、日本の都市部と同等に発展しているところもあります。 

←Bulacan が学校のある州です。図内の中心部にある細かく分けら

れているエリアがマニラ首都圏の各都市になります。 

 

 

 

マニラの交通機関のご案内 
高架鉄道（MRT & LRT） 
マニラ首都圏内には、高架鉄道が走っており、3本の路線があります。（実は、地上を走る鉄道の路線も１本ありま

す。） 

マニラを EDSA 通りに沿って南下する青色のライン（MRT）、マニラの西側を通過する黄色いライン（LRT１）、そ

して、マニラを横断するように走る紫のライン(LRT2)があります！（マニラ近郊都市への路線の拡大計画、新規の

モノレールや新幹線の建設計画もあり、将来が楽しみです！） 

学校からマニラに出かける場合、MRT の最寄り駅は North Ave.駅、LRT の場合は、Balintawak 駅です。サンタマ

リアからバスに乗車した場合、２つの最寄り駅に到着するまで、およそ 1時間～1時間 30 分程度。運賃は片道およ

そ 50 ペソです！ 

学校から行く場合、Balintawak→Roosevelt→North Ave.の順に到着。LRT を利用する場合、Roosevelt（始発駅）

から乗車した方が車内で座れる確率が上がります！MRT も LRT も、車内が満員になることが多いので、座って乗

れるのがベスト！また、電車に乗る時には、安全確保のため、必ずポケットに財布や携帯などの貴重品は入れず、

カバンは常に目の届くところにキープしてくださいね。また、車内には優先座席がないんですが、フィリピンでは

男性がお年寄りや女性に席をゆずることが一般的です。 

MRTも LRTも各駅の切符売り場で切符が購入できます！販売員の人に行き先を伝えて料金を支払ってくださいね。

運賃は、15～30 ペソ程度。（窓口は頻繁に混雑します。頻繁に利用する人は、「Beep」という日本の Suica や Ikoka

のようなチャージ式のチケットがお勧めです。） 



 

 
タクシー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界でも運賃が安いと言われている、フィリピンのタクシー。初乗りはおよそ 40 ペソです。 

ただし、タクシーを利用するときには、注意が必要。 

まずは、渋滞。マニラは、交通整備がされておらず、長ぁ～い渋滞が発生するのが日常茶飯事。特に、朝夕の通勤・

学校から最寄りのMRTの駅。 
駅周辺には、「SM North」「トライノー
マ」という大きなモールがあります。 

この駅の周辺には、長距離バスの
ターミナルが沢山あります。 

この 2つの駅の周辺には、 
「SM MEGAモール」「シャングリラ」
というモールがあります。この２つに

しか入っていない有名なアパレルショ

ップもありますよ！ 
 

マカティエリアの最寄り駅。メトロマ

ニラの中心都市部。日本の都市部と同

じくらい発展しています。 
また、フォートボニファシオに行く時

には、この辺りで下車すると便利です。 

マニラ空港の最寄り駅。 
Mall of Asiaや、外国人旅行者向けの高
級複合施設が周辺にあります。 

学校から最寄りの LRTの駅。 
 

なんでも格安で揃う、ディビソリ

アマーケットの最寄りの駅。 
治安が悪いので注意！！ 

マニラの観光名所、イントラムロ

スの最寄り駅。このエリアも治安

が悪いので注意が必要！ 

夜の街、マラテ/エルミタの
最寄り駅。また、スターシ

ティや Ocean Parkの最寄
り駅でもあります。治安に

注意！ 

【フィリピンの一般的なタクシー】 【エアポートタクシー】運賃に注意！！ 



通学・帰宅ラッシュの時間帯の渋滞は酷いもの。急いでいるからタクシーを使ったのに、余計に時間がかかるとい

うこともあります。 

次に、運転手たちのモラル。フィリピンのタクシーには、日本同様のタクシーと同様にメーターが付いています。

が、メーターを使わず、言い値で乗車賃を請求してくるドライバーがいます。乗車する前に、「メーター使ってくれ

る？」と確認することをお勧めします。ただ、少し遠いところに行こうとすると、ほとんどの運転手がメーターを

使ってくれません。それでもタクシーに乗る必要があれば、「メーター＋50 ペソでどう？」とメーター料金＋αの

金額で交渉するか、言われた値段の値下げ交渉をするしかありません。また、乗車拒否、故意な遠回り、渋滞を理

由に途中で降りることを強要するなど、日本では考えられないような運転手もいます。個人的な経験則では、寡黙

な人よりも、よく喋る人の方が、モラルが低い率が高い気がします。もちろん、真面目で丁寧な運転手さんもいる

ので一概には言えませんが。 

そんなトラブルに巻き込まれることなく、安全に移動手段を確保したい方にオススメしたいサービスが、「Grab」で

す。ともに、近くにいるタクシーや個人のドライバーさんを手配できるサービス。スマホにアプリ（Android / App）

をダウンロードしておけば、いざというときに便利かもしれません。（アプリの登録には、現地の電話番号が必要で

す。）また、一部の地域のみですが、バイク版もあり、渋滞を気にせず、スイスイ進めます。（マカティ→フォート

ボニファシオに行くには、Grab バイクがオススメ！）手数料が運賃に加算されるのですが、運賃をぼったくられた

り、遠回りされたりと、予期していなかったトラブルに巻き込まれずに、目的地に到着できるのはとても助かりま

す。また、日本人が経営している、「Ryoaki タクシー」は、他のタクシーに比べて良質な運転手が多いです。もし、

時間に余裕があれば、Ryoaki タクシーを探してみてはいかがでしょうか。 

あっ、空港からタクシーに乗るときは注意してくださいね。マニラ空港のタクシーは、ぼったくりで有名です。ま

た、エアポートタクシーという黄色い車体のタクシー（街中でも走っています！）は、メーターの値上げ間隔が異

常に早いので、絶対に乗らないでください！！ 

	

	

バス 
フィリピンには、短距離・長距離問わず、沢山のバスが走っています。行き先の確認は、バスのフロントガラスの

ところに、吊るしてある行き先ボードを見てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な降車場所が分からなければ、バスに乗車してから、車掌さんに料金を支払う際、「○○に行きたいんだけど、

着いたら声かけてもらっていい？」と伝えてください。車掌さんが忘れていなければ（なぜか、覚えてくれている

ものすごく多くのバスが走る、マニラ市 エアコンなしのバスは、喉が痛くなりま



人がものすごく多い。器用ですね。）、目的地に到着次第、声をかけてくれます。賃の支払いは、車掌さんに手渡し

です。乗車すると、車掌さんが席まで来てくれるので、行き先を伝えて金額を支払ってください。その際に受け取

ったチケットは必ず降りるまで持っていてくださいね。時々、道中でチケットを所持しているか確認されます。も

し、紛失してしまった場合は、改めて運賃を請求されることもありますので。 

また、フィリピンのバスにはエアコンバスとエアコンが付いていないバスがあります。行き先が同じでも、両方の

タイプが走っていますので、注意して下さいね！勿論、エアコン付きのバスの方が若干高いのですが、エアコンが

付いていないバスは大気が汚いマニラの街中を窓全開で走るので、ちょっと大変です。。。 

 

 

ジープニー 
フィリピン庶民の足。派手な外装の乗り合いバスです。決められた

ルートを走ります。初乗り運賃は、7ペソ（2016 年 7 月現在。ガソ

リン価格によって、金額が変動します。）。行き先は、バスと同じく

フロントガラスのボードが目印。または車体の側面にも書かれてい

ます。運賃は乗車時に。降りる時は、「パーラ」と言えば、止まっ

てくれます。決められた停留所はなく、乗車する人や降りる人がい

たら、どこでも止まってくれます。ただし、走るエリアによっては、

乗車中に注意が必要。絶対に荷物は前に抱えてください。また、ネ

ックレスなどを付けて乗っていると、窓から盗られることもあるの

で、絶対に金目のものをつけたまま、乗車しないでくださいね。 

 

 

トライシクル 
フィリピンの庶民の足、その２！！メトロマニラでは決められた範囲内でのみ、乗車可能なバイクタクシーです。

メトロマニラにおいては、乗車する機会はほとんどないと思います。 

 

 

UVエクスプレス 
中距離の乗り合いワゴン車。こちらも、乗車する機会はないと思います。 

 

 

 

 

 

 

以上で、メトロマニラの交通手段についての紹介は終わります！ 

繰り返しになりますが、フィリピンの渋滞は酷いです。予定があるときは、時間に余裕を持って行動するようにし

てくださいね。また、乗り物の中も、日本のように安全ではありません。（日本が安全過ぎるのですが。）居眠りを

したり、荷物を目の届かないところに置いたりすることは、なるべく避けてくださいね。 



メトロ・マニラ各エリアの紹介 
North Avenue（ノースアベニュー） 
マニラ最北端の都市。学校から最寄りのシティであり、メトロマニラへの玄関口。 

ここから、あなたのマニラライフが、幕を開けることになります。心の準備をお忘れなく。 

サンタマリアからバスに乗り込み、およそ 1時間で到着！！運賃は、たったの 45 ペソ！！ 

（土曜日の午前中～お昼過ぎ頃までは、渋滞が酷く、3時間くらいかかることも…。） 

 

このエリアには、SM North と Trinorma という２つの大きな商業施設があります。 

 

SM North には、日本の飲食店が多く出店しています。 

例えば、トンカツの YABU、サンマルクカフェ、ラーメン凪、お好み焼き

の道頓堀、大阪王将、富士そば、ペッパーランチ、吉野家などなど。また、

飲食店以外にも、日本でおなじみのユニクロや Foever21、H＆M といっ

たアパレルも出店しています。 

 

 

Trinorma は、最近改装されたばかりでものすごく綺麗です。フィリピンで

は建物の劣化が激しいので、こんなに綺麗な Trinorma に行けるのは今だ

け！ここのお勧めは、EDSA 通りに面していないエリア。高級感漂う雰囲気

の外観におしゃれなお店が沢山あります。  

 

 

 
Tomas Morato(トーマスモラト) 

ケソン市（Q.C.）にある、夜の若者の街。Q.C.でお酒を飲みながら夕食を食べ

るなら、ここがお勧めです！！たくさんのレストランがあり、クラブやバーも

多数あります。ぎゅっと一箇所に集まっているのではなく、1 つの通り沿いに

色々なお店が点在しています。 

実は、North Avenue からタクシーで 150 ペソ、10 分ほどで到着できます！ 

昼間は SM North で遊んで、夜になったらトーマスモラトへ。 

また、近くにフィリピンのテレビ局が２つあるので、運が良ければフィリピン

の有名人と出会うこともできるかも！！ 

 

 

 

 

 

 

←このモニュメントが目印。この周辺に、レストランやクラブがあります。 



Cubao（クバオ） 
長距離バス会社のターミナルがひしめき合うエリア。プロビンスへの玄関口。 

ちょっと足を伸ばし、マニラ近郊の観光地へお出掛けになる時には、ここから出発するバスを利用する機会もある

かもしれません。 

また、アラネタコロシアムというドーム型のイベント会場があり、世界の有名なアーティストがコンサートを行う

こともあります。 

実は、設立当初の PALETTE SCHOOL は、このエリアにありました！！懐かしいです。 

 

Green Hills（グリーンヒルズ） 
CubaoとOrtigasの中間辺りに位置する、ローカルなショッピングセンター。

実は、この周辺は高級住宅街としても有名。 

建物の中には、衣類や携帯、日用品など何でも揃う、決まった値段のないお

店が乱立しています。 

特に電子機器は、中古も含めて、品揃えが充実しています。現地で使う携帯

が欲しい！安いタブレットが欲しい！という方は、訪れてみてはいかがでし

ょうか。また、別館になりますが、飲食店の種類も充実しています。 

ただ、他のエリアからの交通の便が悪いのが玉に瑕です。。。 

 
 
Ortigas（オルティガス） 

メトロマニラの中部に位置する、オフィス街エリアです。外資のコールセン

ターやオンライン英会話の会社が入居している、高層ビルが立ち並んでいま

す。オフィス街のため、平日に比べると、土日祝は人通りが少なく、比較的

安全なエリアです。 

そして、オルティガスと言えば、SM メガモールです。もちろん、他のエリ

アにも SMモールはありますが、ここにしかないアパレルショップや飲食店

があります。 

また、SM メガモールの近くには、シャングリラという高級ショッピングモ

ールもあり、ハイブランドなアパレルショップも出店しています。 

 

Malate（マラテ） 
夜の街、マラテ。これぞ、フィリピンという雰囲気を醸し出しているエリアです。 

飲み屋、クラブ、カジノなど、夜の遊び場所がたくさんあります。 

しかし、他のエリアよりも治安は悪いです。夜間に一人で出歩くことは避けて下さいね。 

ナティビダッドという、PALETTE のメンバーがよく利用するドミトリータイプの宿があります。もし、マラテに行

かれる際には、事前にスタッフに場所などを確認していただくと便利です。 

 

 



 

また、近くにはマニラの観光名所であるイントラムロス（マニラ大聖堂という世界遺産もあります！）や、水族館

（Manila Ocean Park）、遊園地（Star City）などもあり、日中は男女関係なく、楽しめるエリアになっています。

また、マニラ湾沿いを歩くことのできる歩道が近くにあります。天気が良ければ、綺麗な夕焼けを楽しむことがで

きます。ただし、この通りはスリや強盗などが多いことで有名です。くれぐれもご注意ください。 

 

 

Makati（マカティ） 
フィリピン経済を支えるエリア。大きなビルが立ち並ぶ、大都市です。 

また、日本の百貫店のような高級ショッピングセンター「Green Belt」

もあります。PALETTE SCHOOL での生活からは想像できないような、

日本の都市部と同じくらいに発展しているエリアです。 

ただ、個人的に好きなエリアは、中心地から少し離れたところにありま

す。 

まず、マカティスクウェア（商業ビル）とリトル東京（日本料理屋が密

集している場所）の近く。マカティスクウェアには、日本のドラマや映

画の DVD（英語字幕付き）なんかも売ってますよ。次に、プルゴスス

トリート（夜の街 in Makati）の近く。夜の街が好きな訳ではなく、この辺りには小さいけど、美味しいレストラ

ンが沢山あるんです。近くに駐在員の住むエリアがあるので、外国人が沢山います。 

 

 

Fort Bonifacio（フォートボニファシオ） 
現在、マニラで一番最先端の都市。日本でもおなじみの飲食店も多数出店していま

す。 

今も町全体の開発が進んでいる、マニラで最も安全だと言われているエリアです。

そのため、多くの富裕層が他のエリアから移り住んできています。とても静かで、

落ち着いた場所です。因みに、ジープニーもトライシクルも立ち入り禁止。。。フィ

リピンの喧騒を忘れ、ゆっくりと過ごしたい方、都市部での生活を体験してみたい

方にはオススメのエリアです。「Market Market」、「SM AURA」というショッ

ピングセンターや、「High Street」というおしゃれな飲食店が立ち並ぶ場所が有名です。 

  



Pasay（パサイ） 
マニラ空港があるエリアです。「Mall of Asia」（MOA）と呼ばれる、フィリピンで最も大きなショッピングセンター

があります。また、建物の裏手には、マニラ湾を一望できるエリアがあり、小規模な遊園地や、飲食店があります。 

また、他にも、Resort world、City of Dreams という、旅行中の外国人をターゲットにした複合施設もあります。

その中には、映画館やカジノ、ショッピングセンター、ホテル、クラブなど、様々なエンターテイメントが楽しめ

るようになっています。 

 

以上で、マニラ首都圏の主なエリアのご紹介は終わります。 

が、フィリピンは今まさに経済成長の真っ只中！どんどん都市開発も進んでいます！今回ご紹介したのは、ほんの

一部のエリアのみです。フィリピンのホットな情報がもっと知りたい！という方にお勧めなのが、「Philippines 

Primer」（http://primer.ph/）です。フィリピンで暮らす日本人向けに発行されているフリーペーパーで、フィリピ

ンの情報をジャンル問わずに、発信しています。お出かけになる前に、目的地周辺の情報を得ていくことで、充実

した休日を過ごすことができると思います！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



マニラに出かける前に知っておきたい２つのこと 
交通編 
フィリピンは、日本に比べて交通網の整備がなされていません。そこで問題になるのが、「渋滞」です。 

日本の場合、渋滞するのは事故が起きた時や、長期休暇のラッシュ時のみですよね？しかし、フィリピンの道路は、

いつも渋滞しています。そのため、どこかにお出かけになる際には、当校のスタッフに所要時間を事前にご確認い

ただくことをお勧めします。 

また、停電が交通機関に影響を与える場合もあります。フィリピンは、電力の供給が不安定なため、停電が起こり

やすくなっています。夏場の暑い時期などは、電力消費量が多く、都心部では頻繁に停電が発生します。停電が発

生すると、高架鉄道は途中でストップしてしまうこともあります。もし、停電が長引き、どこかに移動が必要な場

合は必ず鉄道会社の担当者の指示に従って行動して下さい。 

 

 

インターネット編 

フィリピンには、フリーWi-Fi が使える場所が沢山あります。商業施設や、飲食店など。もしも、外出中に道に迷っ

てしまったり、当校のスタッフに連絡を取りたい場合は、インターネットが使える場所を探してみてください。日

本に比べ、比較的簡単に見つかるはずです！しかし、ここで１つ問題が。。。フリーWi-Fi が使える場所が沢山あるの

はいいのですが、フィリピンのインターネット環境は整備されておらず、非常にインターネットの速度が遅いので

す。（下のグラフをご参照下さい。）なので、たとえマニラ首都圏であっても、日本のインターネット環境に比べる

とストレスを感じてしまいます。もし、緊急で連絡が取りたいのに、なかなかインターネットに繋がらない場合の

事を考え、お出かけになる時には当校の「現地の携帯電話貸出サービス」をご利用下さい。（特に女性の生徒様） 

Philippines Star (http://www.philstar.com/opinion/2015/08/24/1491398/why-our-internet-so-slow) 

August 24,2015, CONJUGATIONS By Lila Ramos Shahani 

 

 



 

洪水編 
マニラ首都圏は、雨季のシーズンや台風シーズンになると、簡単に洪水が発生します。上下水道が整備されていな

いため、雨水の排出がうまく機能していません。洪水になると、交通機関が麻痺してしまい、現在地から全く動く

ことができないという事態も起こります。必ずお出かけの前に、気象情報をご確認下さい。また、飛行機で国内の

リゾート地に出かける時も、飛行機の運航スケジュールを確認することをお勧めします。 

 

 

強盗（ホールドアップ）編 
万が一、強盗に合い、金品を要求された場合、絶対に抵抗せず、持っている者を渡してください。下手に抵抗する

と、危害を加えられることもあります。また、最低限の交通費などを、事前に靴の中や衣類の中に隠しておくこと

はお勧めです。 

 

 

服装編 
できるだけシンプルな服装を心がけてください。金属製のアクセサリーや金属製の腕時計は身につけないことをお

勧めします。また、荷物はいつでも目の届くところで持ってください。 

 

 

コミュニケーション編 
お店の従業員であっても、フィリピン人に対しては礼儀正しく接することをお勧めします。サービスが悪いからと

言って、お店の店員に怒鳴ったりするようなことは絶対にしないで下さい。フィリピン人はプライドが高く、怒ら

れると、逆上し、感情のコントロールが効かなくなるタイプの人が非常に多いです。大きなトラブルにつながるケ

ースもありますので、落ち着いて対応してください。また、街中や食事中に仲良く話しかけてくる人とは、距離を

とってください。特に何かを食べる、飲むということを勧められた場合は、絶対にそれを口にしないで下さい。睡

眠薬強盗という可能性もあります。 

 

治安が悪いという認識を持つ 
フィリピンは日本のように安全な国ではありません。しかし、気をつけていればトラブルに巻き込まれることはほ

ぼないでしょう。ここでご紹介したようなことを守っていれば、安全に楽しく過ごすことができます。大切なこと

は、「日本とは違う、フィリピンという国にいることを自覚すること」です。  

 
以上が、「マニラに出かける前に知っておきたい２つのこと」になります。 

フィリピンは、日本に比べるとインフラや安全面に気をつけなければなりません。また、同じフィリピンでも、マ

ニラと PALETTE SCHOOL の周辺は全く違います。マニラにお出かけになる際には、十分に注意してください。 

 

 

以上が「PALETTE SCHOOL 学校生活ガイド」となります。 


