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HOWDY ENGLISH ACADEMY
Howdy English Academy

新型コロナウイルスの影響を乗り越え
おかげさまで ８周年

2014年2月 マンダウエ市インシュラースクエア内にて開校
2016年 卒業生1000名 達成
2017年 卒業生2000名 達成
2018年 卒業生3000名 達成
2019年 卒業生4000名 達成
2020年3月 新型コロナウイルスの影響でオフライン授業休校

全講師、オンライン授業勤務に切り替え
2021年5月 J センターモールに移転
2022年 対面授業再開予定

2020年3月から新型コロナウイルスの影響で、苦しい状況が続いており
ますが、今まで多くのお客様にご利用いただいき、また、多くの関係者様
のご協力のもと、2022年2月で8周年を迎えることができ、誠に感謝申し
上げます。
2022年は、パンデミック前の活気にセブ島留学が戻ることを願い、みな

さまとお会いできる日を楽しみにしております。



ハウディ ケア
安心・安全にご留学いただくために

※この対策については2022年5月現在のものとし、今後、フィリピン政府、DOH（Department of Health）、TESDA(Technical Education And Skills 
Development Authority)等からの指導等が生じた際、変更する場合があります。

新型コロナウイルス感染予防対策

2020年3月から新型コロナウイルスの影響で、対面授業は休校となり、先が見えないなか、オンライン授業で2016年から提携していました会社の
ご協力のもと、Howdy講師全員の雇用継続ができ、2022年の留学再開の際には、１００％社員講師でみなさまのお越しをお待ちしております。また、
お客様が安全、安心にご留学できる環境を整えるため、入学制限、校内・外の新型コロナウイルス感染予防対策を実施させていただきます。

①入学規制

・新型コロナウイルスのワクチン接種完了（2回）されていないお客様
接種証明もしくは陰性証明を提出いただければお申し込み可能となっております。

・渡航日から4週間前までに同居人もしくは、学校、職場で新型コロナウイルス感染
者と濃厚接触した可能性のあるお客様 ※自己申告

・下記持病をお持ちのお客様
- 糖尿病 - 心不全 - 呼吸器疾患、基礎疾患

②校内感染予防対策

・健康確認
通学時、検温&問診
※当校出入口に体温計設置済

・入校時の消毒
消毒スプレー、靴消毒マット設置

・ソーシャル ディスタンス
フロアーマーカーを設置

・発熱
37.5℃以上ある場合は、経過観察のため自室待機。
※39.0℃以上の場合、病院に行っていただきます。

・ 不織布マスク着用（授業以外）
・入校制限
学校関係者以外の入校禁止



ハウディ ケア
安心・安全にご留学いただくために

※この対策については2022年5月現在のものとし、今後、フィリピン政府、DOH（Department of Health）、TESDA(Technical Education And Skills 
Development Authority)等からの指導等が生じた際、変更する場合があります。

②校内感染予防対策

・マンツーマンクラス
フィリピン政府の指示に従い開講
※自室、野外での授業は許可いたしません。

・グループクラス（団体様）
政府の指示に従い開講

・ラウンジの席数
政府の指示している人数で対応

・清掃&消毒
授業スペース、その他共有スペースは毎日清掃、消毒

③校外感染予防対策

・学校主催週末アクティビティ
感染リスクの高いエリア、人の多く集まるところを避け開催

・自室以外への出入り禁止（ホテル）
決められたお部屋でお過ごし願います。

・有料空港お出迎え（学校スタッフ対応）
政府の指示している乗車人数にて対応

・ボランティアアクティビティ
安全が確認できている施設での開催

④滞在期間中に新型コロナウイルス感染、発症

・ご本人が感染した場合
-フィリピン保健省、病院の指示に従い、完治するまで入院
・他生徒、学校スタッフが感染した場合
-フィリピン保健省の指示に従い、授業停止、校内消毒
※新型コロナウイルスと診断された翌日からの残授業料、授業停止期間中の授業料は100％返金させていただきます。



コース紹介
ジェネラルコース General Course

1日7コマor5コマのマンツーマンレッスンを受講いただけるコースです。
海外旅行準備、海外赴任の直前準備、英語資格対策など学ぶ目的や
学習期間をカスタマイズできます。集中して目的に応じた会話力を身に
付けたい方に向いているコースです。

１日のスケジュール例

Speaking ＆ Listening Reading & Writing

8:30 - 9:20 Grammar Grammar

9:30 - 10:20 Daily Conversation Reading

10:30 - 11:20 Pronunciation Writing

11:30 - 12:20 Presentation Reading

12:30 - 13:30 Lunch Time

13:30 - 14:20 Phrasal Verb Phrasal Verb

14:30 - 15:20 Debate Idiom

15:30 - 16:20 Daily Conversation Vocabulary

サンプルケース

4
weeks

Listening
(20)

Speaking
(20)

Reading
(40)

Writing
(20)

Total
(100)

Before 10 12 24 9 55
After 13 18 27 18 76 Masato Sako 20代大学生

担任に相談して自分が得意・興味がある分野を授業に取り入れて貰
うようにしました。毎日、科学や宇宙といった題材のアーティクル（記
事・論説）を準備してもらい、その題材について英語でフリートークを
しました。自分の得意な分野だと理解が早くまた、言いたいこともたく
さんあるので、すごく勉強になりました。ただ、苦手な歴史や社会科に
も挑戦しましたが理解に時間がかかってしまいました。苦手な分野で
もすぐに自分の意見を言えるように訓練していきたいと思います。



コース紹介
ファミリーコース Family Course

親御様、お子様ともに担任の講師が１名付きサポートします。親子で
お越しになる方に最適なコースです。但し、お子様の対象年齢は6〜15
歳となります。安全・清潔な学校で、勉強に集中したい方におすすめで
す。

１日のスケジュール例

Speaking ＆ Listening Reading & Writing

8:30 - 9:20 Vocabulary Grammar

9:30 - 10:20 Conversation Reading

10:30 - 11:20 Pronunciation Writing

11:30 - 12:20
Lunch Time

12:30 - 13:30

13:30 - 14:20 Speaking Vocabulary

14:30 - 15:20 Listening Writiing

15:30 - 16:20 Conversation Reading

サンプルケース

4
weeks

Listening
(20)

Speaking
(20)

Reading
(40)

Writing
(20)

Total
(100)

Before 10 8 15 9 42
After 14 12 34 13 73 Yusei Mori 10代小学生

オンラインレッスンを受けていろんな国の先生から教えて貰いました
が、フィリピン人の教え方のうまさに感激してフィリピンを選びました。
フレンドリーで面倒見の良い講師たちがサポートしてくれて有意義な
留学となりました。思いがけずお友達も出来て大満足です。卒業後も
会う約束をするほど仲良くなれました。
また子供を連れての留学は治安や食事面が気になりました。Howdy

では敷地内にモールがあり、お食事も100点。充実した留学生活でし
た。



スケジュール
1週間の場合

・オリエンテーション（月曜日）

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

6:30〜

-

朝食（東横INN ビュッフェ）

8:30〜
12:20

オリエンテーション 授業（最大4コマ）
追加授業
（オプション）
Or

アクティビティ

最終週
チェックアウト

12:20〜
13:30

昼食（Howdy Bento)

13:30〜
16:20 チェックイン

（16:00以降）

授業開始 授業（最大3コマ）

16:30〜 自由行動
修了式
（最終週）

書類確認、写真撮影後、学校規則や授業について説明

・授業開始（月曜日午後から）

全コース、月曜日の午後から授業開始

・修了式（金曜日）

滞在最終週の金曜日は、集大成として英語でスピーチしていただきます！

・レベル分けテスト（事前受講）

渡航してから効率良く英語学習していただくため、レベル分けテストは、渡航前に実施！

・アドバイザー＆アドバイジー プログラム（毎授業開始前）

授業に関すること、私生活の相談などを話し合う時間（初日のみ授業後）



Howdyの指導法
Teaching Method

Speaking
英語で瞬発的に答える能力を反復して身につけます。
失敗を恐れずに自分の意見を述べる力を養います。

Listening
会話の基礎となる聞き取る力を養います。
聞き取れるようになることが会話ができる第一歩です。

Writing
単純に文章を構成するのではなく、創造力を伴った、読み
手に伝わるライティング力を養います。

Reading
繰り返し文章を読むことで、文章の主題や構成を理解し的
確に書き手の意図を把握する能力を養います。

Grammar
読む、聞く、話すの基礎となる文法力を養います。レベルにあっ
たテキストを使用しレベルアップができるように指導します。

Vocabulary
日本語に置き換えて理解する文法ではなく、文章の中から生き
た表現を通して単語の意味を理解できる力を養います。

Pronunciation
ネイティブスピーカーと対等にコミュニケーションを可能にする、
綺麗な発音を身に付けるトレーニングを行います。

Business
ビジネス用語、ビジネスマナー、海外での商習慣まで海
外ビジネスシーンで使用される英語を学びます。



Howdyの指導法
Teaching Method

Beginner Intermediate Advanced

ミスすることを恐れずに話せる練習を繰り返
し行います。ベーシックな質問を繰り返し答
える学習をします。

身近な話題、例えば『文化・出身国・旅行』
などに関するトピックスを取り入れて、アウト
プットをする力を養います。

あるテーマから自分の意見を纏め、たくさん
の質問を受けて答える瞬発力を見つけます。

ベーシックな音（th,s,esなど）や連結音を聞
き取れるように学習します。

カタカナで覚えている音を正しい音で理解
する力を養います。

won'tやwantのように同じように聞こえる単
語の違いを学習します。

日々身近なトピックについて、短い文章を書
く練習をします。

自身の経験や関心のあるトピックスに対する
意見を表現する学習をします。

英語話者の思考方法に沿った文章校正や
表現方法を学び、言いたいことを表現する
のみならず受け手に理解される英語力を養
います。

興味のある話題（スポーツ・料理・エンタメ・
ファッションなど）に関した文章を読み主旨
を理解します。

興味のある話題（スポーツ・料理・エンタメ・
ファッションなど）のアーティクルを読み、要
約します。

興味のある話題（スポーツ・料理・エンタメ・
ファッションなど）の記事を読み、適切に分
析する能力を養います。

SVOなどの単純な文章構造を理解します。 文構造の分析と説明から、正しい文構造を
使用します。

複雑な構造の文章から、正しい意味を理解
する力を養います。

馴染みのある単語から、関連のある単語を
見つけ習得します。

単語のファミリーワードを理解し、授業中に
設定されたワードを繰り返し使用て習得しま
す。

身近な単語からビジネスに使用する単語ま
で様々な語彙力を講師との対話の中で身
につけます。

母音・子音の発音を理解し習得します。 連結して発音する単語を文章を読むなかで
自然と発音できるように学習します。

咽頭摩擦音・咽頭破裂音などが使えるよう
に学習します。

挨拶の仕方や基本的なメールの書き方、仕
事の依頼方法について学習します。

取引やプレゼンテーションで必要になる英
語力を養います。

ビジネスに関するアーティクルを読み、意味
を理解します。自分の意見を要約する力を
養います。



学校施設
School Facilities

学校施設は、「Jセンターモール3F」にあり、宿泊施設の東横INN セブ
からエレベーターを使用し安全・快適に通学いただけます。
学校内は常に清潔に保たれ、快適に授業を受講いただけます。

学校案内動画は、こちら 通学路動画は、こちら

マンツーマン教室① マンツーマン教室②

マンツーマン教室③ 授業風景

レセプション＆オフィス エントランス

https://drive.google.com/file/d/1U-gLcpNnEN0eDb1eUZXOVeoZxdYxUUQF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16yNfgjgCt9nmA_fJqNqhv-c0uGALjKH_/view?usp=sharing


J センターモール
J Centre Mall

J センターモールには、100以上の店舗が営業しており、大型スーパー
マーケット、レストラン(日本食店あり)、銀行(ATMあり)、両替所、コンビ
ニ、美容室など、留学生活、海外旅行初心者でも安心、便利な環境と
なっています。
また、モール近郊にも多くの飲食店、商業施設があり、長期留学でも飽
きのこない環境となっております。

J Centre Mall
165 A. S. Fortuna St, Mandaue City, 6014 Cebu

大型スーパー 薬局

日本料理店 フードコート

両替所

カフェ



東横イン セブ
Toyoko-INN CEBU

セブでも便利なロケーションに位置する東横イン セブは、最適な滞在
先で、星の数3と評価されており、お部屋にはエアコン、薄型テレビ、
セーフティボックス、冷蔵庫、専用バスルーム（バスタブ、無料バスアメ
ニティ付）が備わります。一部のお部屋には簡易キッチン、電子レンジ、
ダイニングテーブルが付いています。また、フロントデスクは24時間対応
で、周辺の観光情報の案内、その他のニーズへの対応をしています。

Toyoko-INN Cebu
J centre Mall, 165 A. S. Fortuna St, Mandaue City, 6014 Cebu

ツインルーム キングルーム

セキュリティーボックス シャトルバス バスルーム



MORIYAMA ホテル
MORIYAMA Hotel

学校施設のあるJセンターモールから徒歩10分、お部屋にはエアコン、
薄型テレビ、セーフティボックス、冷蔵庫が備わります。マンダウエ市の
メイン道路に面しており、近くには、日本食レストラン、カフェ、スーパー、
ファーストフード店があり、生活に便利な環境となっております。また、フ
ロントは24時間対応で安心してご滞在いただけます。

MORIYAMA Hotel
A. S. Fortuna St, Bakilid Mandaue City, 6014 Cebu

ツインルーム クイーンルーム

ホテル内 レセプション バスルーム



お食事
Meal

朝食： 東横イン セブ/ビュッフェ Moriyamaホテル/軽食（オプション）

留学生活で、重要なお食事、当校では、コース料金に朝・昼食が含ま
れております。朝食は、ホテルビュッフェ、昼食はHowdy特製お弁当を
お楽しみいただき、夜は、他の学生たちとモール内外の飲食店をお楽
しみください。

昼食： Howdy特製 お弁当

夕食： Jセンターモール内、外に多くの飲食店があります。

朝食会場（東横イン） ビュッフェ（東横イン） 朝食イメージ（Moriyama）

豚しゃぶサラダ弁当 唐揚げ弁当 栗ご飯弁当

フードコート 中華料理店 ピザ＆パスタレストラン



仕事で必ず必要なので、オンライン英会話の受講も視野に入れています。そういった学習を通じて、ボキャブラリーを増やしていきたいと思っ
ています。これまでの人生経験から引き出しはたくさんありますが、まだまだ中身が少ないので。（笑）今後いかにそれをいっぱいにしていくかが
課題です。

留学当初は知っている単語が少ないので、知っている単語を使うしかなかったんです。でも学習を続けて選択肢が広がったことで『この場合、こ
の単語は適切なのか』と考えだすと言葉が詰まってしまうという状況になりました。でも、それは『勉強の成果がでてきたから』と前向きに捉えてい
ます。このまま続けていけば、瞬発力は自ずとついてくると思っています。

次の会社で、英語を使ってスムーズにコミュニケーションが取れることです。今回は1か月という短い期間なので『12月から英語を使って仕事を
滞りなくできるようになる』というのが今回のゴールです。

全くしていません。留学の経験もありません。学生時代に、基本の英語を学習した
だけです。Howdyで受講しているのは、ビジネスコースなんですけどもともと英語に
触れる機会の多い外資系の会社にいましたのであまり抵抗が無かったです。海外
出張の際は最低限必要な会話は英語で行っていました。

実は先月退職をして12月から外資系の航空会社に入社することが決まっています。
社内では公用語が英語なんです。日本支社で働くことになるのですが海外とやり
取りがあるので社内では英語で話すというのが会社の方針なんです。なので自分
の英語力を高めるためにHowdyでお世話になることになりました。

外資系企業へ転職、英語で仕事をスムーズに行えるように/4週間滞在

卒業生インタビュー
Graduate Interview

なぜ留学を決めたのですか？

もともと英語の勉強はどのくらいされていましたか？

英語学習の目標は何ですか？

学習を続けて、変化はありましたか？

今後はどのように英語学習を継続されるご予定ですか？



自分の基準を考えて選択することをオススメします。親子留学にHowdyは最適です。
Howdy 非常適合親子留學. 老師, 工作人員們也非常熱情. For 工作人員 : 謝謝大家讓我們度過了一個難忘的暑假! Howdyは親子留学
にうってつけです。先生、スタッフの皆さんがとてもよくしてくれました。スタッフの皆さんへ、とても素敵な夏休みをどうもありがとうございました！

娘は、ここでの学習を忘れず、学校で少しでも英語を話したりしてほしいです。私は、仕事に活かしたいです。

一番最初にテストを受けて自分のレベルを知ってから、結果を知り、レベル合わせて学んでいくことがやはりいいと思いました。先生は皆優しく
英語を教えてくれます。私は、ビジネス英語の学習をしていました。娘は、歌や単語、スペリングの勉強をしていました。私の場合1日6コマで疲
れを感じましたが、娘は、まだまだできるように感じます。最初は全然英語が喋れなかった娘も徐々に先生と打ち解け楽しく歌などを通して英語
を勉強していました。私はその娘の姿にとても感動しました。娘の英語のレベルも上がり、英語に対しての興味も増したと思います

授業内容はいかがでしたか？どのような内容を、どのように勉強されましたか？

私にとっては安心できる材料です。よく日本へ旅行に行っていますし、日本人の考えなどは理
解しています。日本人はルールを守る人たちなので気持ちよく過ごせます。あと、Howdyにいな
がら日本も感じれます。また私にとっては2か国語の勉強になります。

日本人生徒様が大変多いですが、不安など、困ったことはありませんでしたか？

台湾からの親子！お母さんは英語と日本語のダブル学習/4週間滞在

卒業生インタビュー
Graduate Interview

留学を考えたキッカケなど教えてください。

台湾の小学校では３年生から英語教育が始まります。現在２年生の娘へ英
語学習をスタートさせたのですが、あまり興味がないように感じていたので
英語の壁を取り払ってもらうために留学をしようと思ったのがキッカケです。

留学を考えている方にひとことお願いします。

Howdyでの英語学習を今後どのように活かしていきたいですか？



コース概要
Course Outline

ジェネラル5 ジェネラル7 ファミリー

対象年齢
18歳以上

※高校生単独のお申し込み不可

6〜15歳のお子様
(小中学生対象）
＆ 親御様

授業数
マンツーマンレッスン

5コマ/日
マンツーマンレッスン

7コマ/日
マンツーマンレッスン

6コマ/日

食事
朝食：ホテル6F（東横イン セブ）or軽食（MORIYAMAホテル）

昼食：ランチボックス（土日、休校日以外） 夕食：ご自身で手配

洗濯・掃除 洗濯（有料）： ホテルランドリー（東横イン）or洗濯業者（学校が紹介） 掃除： ホテル対応

送迎 無料：ホテル送迎シャトル（東横イン宿泊の場合） 有料：学校スタッフ同行送迎
※どちらとも事前予約が必要です。

外出・外泊
外出： 授業時間以外、自由に可能 外泊： 外泊届を学校に提出

※お子様と同伴の場合： お部屋にお子様だけを残しての外出はご遠慮ください。

料金 1週間
※1名様

2週間
※1名様

1週間
※1名様

2週間
※1名様

1週間
※2名様

2週間
※2名様

東横イン セブ US$832 US$1,674 US$909 US$1,827 US$1,416 US$2,840

MORIYAMAホテル US$643 US$1,289 US$720 US$2,580 - -



所在地
Location

マクタン・セブ国際空港から20分、セブ市内中心部へは15分の場所に
位置し、リゾートホテルまで40分と、どこに行くにも便利なロケーションと
なっております。また、日本人医療通訳が常駐する病院までも10分と初め
ての留学でも、安心・安全にご滞在いただける環境となっております。

・SM City Cebu： 15分

・アヤラセンターモール： 15分

・ITパーク： 15分

・マクタンセブ国際空港： 20分

・リゾートホテル： 40分

※上記時間はタクシー移動、渋滞を考慮しておりません。


