
世界 につなぐ
ス タ ー ト を
H o w d y から
始 め よ う ！

www.howdyenglish.com

最 高 の 環 境 で 最 大 の 成 果 を 手 に 入 れ よ う ！



生徒の学習成果を最大限に生み出すために
日々トレーニングを積んだ講師陣が
一人ひとりに合った授業を提供します。

最もオーソドックスなプランでバランスよく学習できます。

グループクラスに不安がある方や短期留学で集中して勉強したい方におススメです。

ビジネスパーソンに必要な英語表現やシチュエーションを想定して学ぶコースです。

教育管理学の博士としてセブの大学院で教鞭をとる傍ら、フィリピン政府教育省の要請に

よって世界中で教育学、言語学の研究を重ねてきた第一人者。生徒が高いモチベーション

で学習するためにユニークな授業カリキュラムを次々と生み出す。

質の高いレッスン

スタンダードコース

ビジネスコース

1 日 4 コマの授業で、勉強しながらセブでの生活を満喫することが出来ます。

エンジョイクラス

マンツーマンコース

Howdy のカリキュラムについて

1.

ロケーションをはじめとして教室から
宿泊施設、食事にいたるまですべてを
日本人向けに作り上げた学校施設です。

セブ最高水準の学習環境2.

常駐する日本人スタッフをはじめとして
スタッフ全員が留学生にとって充実した
留学生活をお約束します。

スタッフのおもてなし3.

Dr.Tampus のマネジメントのもと、「日本人にとって最適な英語学習法」を実現。
厳選された講師陣が留学生の学習成果を高めてくれます。

Dr.Tampus  (Academic Head)  

マンツーマン　9コマ 

マンツーマン　5コマ ｜グループクラス　2コマ

マンツーマン　6コマ ｜グループクラス　3コマ

マンツーマン　3コマ ｜グループクラス　1コマ

当校独自のカリキュラムによって 1 歳のお子様から参加可能なプランです。

親子留学コース 1 歳から 15歳まで 最大６コマまで受講可能

私たちは「安く、近く、学習時間が長い」という従来のフィリピン留学の
価値に加え、快適な学習環境と上質なカリキュラムを提供します。

最高の環境で最大の成果を提供する学校

フィリピン留学の魅力は費用の安さ、日本から
4時間という近さ、そしてマンツーマン授業を中心
とした学習時間の量であると言われています。
しかしそれだけでは十分ではないと考えた
私たちは、ゼロから当校を作りました。

新築の校舎、オーダーメイド家具を用いた
清潔な宿泊施設、日本人シェフが作る美味
しい食事。まさに留学生にとってストレス
のない環境で「日本人による日本人のため
の学校」を実現させました。

学習カリキュラムにおいてはフィリピン教
育学の第一人者であるDr.Tampus 氏を招き、
カリキュラムの設計と講師のトレーニングの
全てを担っています。

現在では個人の留学生だけでなく多くの学校
関係者や、大手企業様の語学研修でも高い評
価をいただいております。



質の高いレッスン 施設・環境紹介

マンツーマンの強み

英語教育に精通したトレーニング

年間休日5日授業数を最大限確保

親子レッスン

ビジネスレッスン

親子で

学校・寮は絶好のロケーション

新築校舎で清潔・快適

日本人シェフが作る美味しい食事

ショッピングモール併設

常時複数名の日本人スタッフが
在籍

マンツーマン授業では、HOWDYのハイレ
ベルな講師陣のレッスンが受けられます。
初心者から上級者まで自分のペースで集中し
て勉強出来る上、会話、文法、発音など要望
通りに授業をアレンジすることも可能です。

フィリピン人の英語力は今や世界に知れ渡る
ところですが、私たちは英語指導法にも力を
注いでいます。Dr.Tampusの厳しい採用条件
をクリアした講師陣は入社後も定期的に研修
を行う事で質の高い授業を保っています。

学校はセブ・マクタン空港から１５~２０分
程度の場所にあり、市内中心部へも同程度の
距離にあります。ダウンタウンからは離れて
いるため治安も良く、ショッピングモールが
併設された非常に便利なロケーションです。

2014年竣工の校舎はダイニングから教室、
宿泊施設までとても清潔。施設内の家具
はオーダーメイドで、Wi-Fi 完備のほか
洗浄器付き便座のトイレなど、フィリピン
の語学学校では最高水準の施設です。

当校の食事は日本人シェフが手掛けており、
日本食を中心に毎日美味しい料理が楽しめま
す。野菜もしっかり摂れて、調味料は日本製
品を使用する徹底ぶり。「レストランより美
味しい」と大好評です！

当校の隣には Insular Squareというショッピ
ングモールがあり、食料品スーパーのほかレス
トランやカフェ、薬局、美容室、スポーツジム、
両替所まであり非常に便利。生活に必要な
物はここで全て手に入ります！

学校内にはいつも日本人スタッフが複数名
いるため、万が一の時でも日本語で丁寧に
フォローいたします。

祝日の休校日が多い (年間２０日以上 )
フィリピンでも、HOWDY の休校日は年間
わずか５日程度。また平日・土日かかわらず
マンツーマン授業を追加受講出来るため、
勉強時間を最大限確保できます。

当校は生活環境と治安が良いため親子留学で
も大人気。小さなお子様には専用の教室を用
意しており、年齢やレベルに応じてオリジナル
カリキュラムで学びます。お子様の授業中に
親御様の授業も行うため、安心です。

法人研修の受入れ実績も多い当校では、ビ
ジネスパーソン向けのコースもご用意して
います。電話やメール、会議、プレゼンテー
ションなどビジネスシーンに応じて実践さ
ながらのレッスンを受けていただけます。



あなたの価値に合った留学の効果

週末のアクティビティー

学習・生活・医療の相談

空港到着時から帰国まで生活面を
フルサポート

フィリピン人スタッフも大活躍！

ビジネスマン風

レッスン

プレゼン発表

Howdyを選んで良かったと思ったのは【アドバイザー制度】担任制です。
レッスンについて先生たちは「発音大丈夫かな？」と疑うこともありましたが、
やはり誰でも 得意 不得意がありますよね？中には抜群に発音や表現が上手い先生がいて、
「発音に関してはこの先生の授業にしてもらおう」また「ビジネス会話は、知識の
豊富なこの先生」など、教科書通りではなく自分の学びたい事にカスタマイズした
授業で受ける事ができました。あと、毎日 1 時間 ボイスレッスンを受けていて
１ヶ月で英語の歌を 3曲マスター出来たのは自分でも成長を感じました。

数え切れないほどの先生の人数、全ての授業をマンツーマンで受けました。

卒業生
レビュー

スタッフのおもてなし 1 日のスケジュール例 ～スタンダードコースの場合～
午前時間

6 :30 ~ 7 :00

7 :00 ~ 8 :00

8 :30 ~ 9 :20

  9 : 30 ~ 10 :20

10 :30 ~ 11 :20

11 :30 ~ 12 :20

12 :30 ~ 13 :20

授業内容

起床

朝食

マンツーマンクラス　発音矯正

マンツーマンクラス　スピーキング

グループクラス　文法のレッスン

マンツーマンクラス　スピーキング

昼食

午後時間

13 :30 ~ 14 :20

14 :30 ~ 15 :20

15 :30 ~ 16 :20

16 :30 ~ 17 :20

17 :30 ~ 19 :30

19 :30 ~ 20 :30

21 :00 ~ 22 :00

23 :00 ~          

授業内容

マンツーマンクラス　ボイスレッスン

午前中の授業の復習

マンツーマンクラス　リスニング

グループクラス　ボキャブラリ

夕食

モール内のスポーツジムで汗を流しリフレッシュ

翌日のレッスンに備えて予習

就床

ビーチやショッピング、観光など楽しめる
場所が多いのもセブの魅力。「来たばかり
でどこに行けばいいか分からない」という方
でも楽しんでもらえるよう、学校では定期的
に様々なツアーを開催しています。

慣れない環境での留学生活もご安心下さい。
スタッフが勉強方法の相談や生活面での
ちょっとしたお悩みも素早く対応します。
体調不良の方には病院へ同行するなど、
きめ細かなフォローを心がけています。

セブ・マクタン空港到着時には当校スタッ
フがお迎えに上がります。寮にチェック
インした後はお部屋の掃除、洗濯も全て
お任せください！

最高の環境を提供するためにはフィリピン
人スタッフの存在が欠かせません。フード
スタッフやガードマン、清掃スタッフが皆
さんの生活を安心・快適に保ってくれます。

自由時間

1限目

2限目

3限目

4限目

自由時間

5限目

自習時間

6限目

7限目

自由時間

自由時間

自習時間

60歳女性　５０プラス割キャンペーンコース 4週間

20代女性　インターン生 24週間

観光旅行ではない海外滞在を楽しむ方法を見つけました。

29 歳男性　ビジネスコース 8週間

会社から派遣されて留学。帰国後は海外赴任
が決まりました。

毎日がすごく楽しかったです。平日は勉強して週末は
ちょっと遠出していました。観光であちこち巡るだけ
じゃなくて海外でこんな過ごし方もあるなんて。留学
生活ってすごく楽しいし充実してる感じ !

勤務先の会社では海外出張が多いため、語学研修とし
てセブへ来ました。帰国後に留学の成果を評価され、
憧れだった海外支社への赴任が決まりました！

20歳男性　スタンダードコース 2 週間
英語を学ぶことによる視野の拡大

33 歳女性　親子留学コース 2週間
家でも子どもと英語で会話をするようになりました。

留学して英語を学ぶことで簡単な会話ができるよう
になりました。様々な国の人とコミュニケーション
をとることで、ものの考え方や文化の違いに直接触
れることができました。

夏休みに娘と 2 人で親子留学に行きました。娘も
英語の勉強がすっかり楽しくなったようで、自宅
でも英語で会話することがあるくらいです。

英語以外の事もたくさん学ばせてもらいました。
27 歳男性　マンツーマンコース 12週間

ワーホリの準備のためにスピーキング力をUP

尊敬すべき教育者の Dr.Tampus に直々に授業をし
てもらい、今後教育業に関わっていくうえですごく
価値のある経験をしました。改めて教育について深
く考えさせられました。

1年後のワーキングホリデーを控え、英語を基礎から学
ぶために留学。1日 9 コマのマンツーマンは最初こそ大
変でしたが、おかげでワーホリでは希望の仕事に就くこ
とが出来ました。

授業は色々な先生から受けますが、生徒一人ひとりに担任講師が付き、
生徒の習熟度や、希望（強化したい点など）、気になっている点などが他の
講師とも共有され、生徒のレッスンをフォローするようになっています。
また、原則 1 日 1 コマは、アドバイザーが授業を担当します。
授業のこと、学校での生活のこと、セブ（学外）のこと、何でも相談に
乗ってくれますので、なんでもいいから話してみると良いと思います。



お問い合わせ・お申し込みはこちら

Skypeでの留学相談も受け付けています！

www. howdyenglish.com

TESDA認定済
NTR No. 201407020134
NTR No. 201407020135
NTR No. 201407020136

SSP 発給申請認定済
AAFS No. ASM-15-014

Howdy English

アドレス
Insular Square
Rizal St, Mandaue City 6014, 
Philippines

Howdy English Academy

To Airport

Mactan

To Cebu

Insular 
Square

U.N Ave

A.C. Cortes Ave

Centra
l N

autical H
wy

Plaeidel S
tMcDonald's

Mandaue

Jollibee
Pacific Mall

マクタン・セブ空港より車で 20分

facebook.com/howdy.cebu

学生定員
講師人数
日本人スタッフ
現地人スタッフ

142名
70名
4人常駐
20人常駐


