
学 校 案 内



スタンダードコース
　マンツーマン５コマ + グループクラス２
コマの計 7 コマのコースです。
　『話す・聞く・読む・書く』バランスの取
れたコースです。初めての留学やバランス良
く授業を受けたい方、英語で話す勇気が欲し
い方に向いています。
　またグループクラスで他の生徒さんと英語
を使ったコミュニケーションを取り、発言力
を養うことが可能です。

話す 聞く 読む 書く ビジネス
話す 聞く 読む 書く

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高校生 大学生 ビジネス 日常会話 旅行英語 シニア 親子 留学前
準備 TOEIC

× ○ ○ ○ ○ ○ △ *1 ○ ○

初心者
　中学生レベルの文法がわかる

中級者
　高校生レベルの文法がわかる

上級者
　大学生レベルの文法がわかる

○ ○ ○

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 【G】Speaking 【G】Reading

12:30-13:30 Lunch Time Lunch Time

13:30-14:20 Phrasal Verb Phrasal Verb

14:30-15:20 【G】Vocabulary 【G】Idiom

15:30-16:20 Daily Conversation Word

16:30-17:20

【G】 = グループレッスン

食事

卒 業 生 の 声
留学を経験している友人たちを見て、留学を決
意！アパレルショップでのアルバイト時代で
は、外国のお客様に対応できず、苦い思い出が
ありました。
最初は本当に何を言っているのか聞きとること
ができませんでしたが、2 週間がたつころには
少しずつ理解できるようになりました。学校で
できた友人といろんな場所に出かけて、英語を
実際に使っていました。楽しみながら英語を習
得できたと思います。 担任講師にたくさんサ
ポートしてもらったことで安心して留学生活を
過ごせました。すごく楽しい留学生活でした！

Rina Hamada
20 代、スポーツトレーナー、5 週間

朝 昼 夕

○ ○

担 当 講 師

T.DJ  
Studying English is not so difficult. But 
it's a step by step process. So, be patient 
enough in learning  the language.

英語を学ぶことは、想像より難しくありません。
ただ日々、積み重ねることが成長に繋がります。
だから、我慢強く勉強を続けましょう！

有料

*1 お子様が中学生以上の場合、7 コマまで受講可能。

サンプルケース 目標：スピーキング強化

20 代
女性

4
weeks

Listening 
(20)

Speaking
 (20)

Reading
 (40)

Writing
(20)

Total
(100)

Before 7 10 12 1 30

After 13 15 15 10 53

テキスト例 (Speaking&Listening)



マンツーマンコース
　マンツーマンレッスンを集中して受講する
コースです。（１日９コマ、７コマ、４コマ
より選択が可能です。）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、独学で伸び悩みを感じている方に向い
ているコースです。

話す 聞く 読む 書く ビジネス
話す 聞く 読む 書く

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高校生 大学生 ビジネス 日常会話 旅行英語 シニア 親子 留学前
準備 TOEIC

× ○ ○ ○ ○ ○ △ *1 ○ ○

初心者
　中学生レベルの文法がわかる

中級者
　高校生レベルの文法がわかる

上級者
　大学生レベルの文法がわかる

○ ○ ○

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 Lunch Time

13:30-14:20* Phrasal Verb Phrasal Verb

14:30-15:20* Debate Idiom

15:30-16:20* Daily Conversation Vocabulary

16:30-17:20*

17:30-18:20*

* コースにより授業数が異なります。

食事

卒 業 生 の 声
 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。Masato Sako

20 代、大学生、30 週間

朝 昼 夕

○ ○

担 当 講 師

T. NILO
Learning a language is not a piece 
of  cake but if you have the positive 
attitude coupled with hardwork, 
everything will go smoothly.

英語を学ぶことは決して簡単ではあり
ませんが、向上心と一生懸命な姿勢が
あれば成長することができます。

有料

*1 お子様が中学生以上の場合、7 コマまで受講可能。

サンプルケース　目標：TOEIC 対策

20 代
男性

4
weeks

Listening 
(20)

Speaking
 (20)

Reading
 (40)

Writing
(20)

Total
(100)

Before 10 12 24 9 55

After 13 18 27 18 76

テキスト例 (Reading & Writing)



親子留学コース
　幼児教育専門の講師が担当につきます。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。3 〜 15 歳のお子様が対象となります。
　安全・清潔な学校で、勉強に集中したい方
におすすめです。

話す 聞く 読む 書く ビジネス
話す 聞く 読む 書く

○ ○ ○ ○

高校生 大学生 ビジネス 日常会話 旅行英語 シニア 親子 留学前
準備 TOEIC

○

初心者
　中学生レベルの文法がわかる

中級者
　高校生レベルの文法がわかる

上級者
　大学生レベルの文法がわかる

○ ○ ○

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 Lunch Time

12:30-13:30 Lunch Time Lunch Time

13:30-14:20 Speaking Vocabulary

14:30-15:20 Listening Writiing

15:30-16:20* Conversation Reading

16:30-17:20

* お子様の年齢で１日の授業数が変わります。
3-5 歳 5 コマ／ 6-8 歳 6 コマ／ 9-15 歳 6 コマ  

食事

卒 業 生 の 声
　たまたま同じ日に入寮しました。Mori さん
親子は留学前に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。

Yanagisawa & Mori Family
4 週間

朝 昼 夕

○ ○ ○

担 当 講 師

T. Arlene 
Learning is not only for children but as well 
as for adults. And I believe children learn 
the best at their young age. Parents should 
support them throughout the way for the 
betterment of their future.
学習は子供のためだけでなく、大人のためにもあります。子
供が小さいときから英語を勉強することはとても効果的で
す。また親御さんのサポートが彼らの未来を向上させるで
しょう。

サンプルケース　目標：日常会話

12 歳
男子

4
weeks

Listening 
(20)

Speaking
 (20)

Reading
 (40)

Writing
(20)

Total
(100)

Before 10 8 15 9 42

After 14 12 34 13 73

テキスト例



高校生コース
　　高校生の方に特化したコースです。日本
の学校で学んだ文法をアウトプットすること
で効率よく英語を学ぶことが出来ます。また
他のコースより手厚いサポート（空港までの
送迎、３食付きなど）で高校生の方でも安心
して留学することが可能です。生徒さまのレ
ベルに合わせた授業スタイルですので基礎か
ら応用まで幅広く学んでいただけます。

話す 聞く 読む 書く ビジネス
話す 聞く 読む 書く

○ ○ ○ ○

高校生 大学生 ビジネス 日常会話 旅行英語 シニア 親子 留学前
準備 TOEIC

○

初心者
　中学生レベルの文法がわかる

中級者
　高校生レベルの文法がわかる

上級者
　大学生レベルの文法がわかる

○ ○ ○

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 【G】Speaking 【G】Reading

12:30-13:30 Lunch Time Lunch Time

13:30-14:20 Phrasal Verb Phrasal Verb

14:30-15:20 【G】Vocabulary 【G】Idiom

15:30-16:20* Daily Conversation Word

16:30-17:20

【G】 = グループレッスン

食事

卒 業 生 の 声
　今回で 6 回目の Howdy! 学校の長期休暇を
使って Howdy に来ることが多いです。
Howdy の魅力は・・・
①毎日レストラン並みにおいしい日本食が食べ
れること !
②先生がみんな優しくて面白くてフレンド
リー！ ！ 
③ 24 時間滞在している Japanese Staff から
の手厚いサポート！  です。
　また他の学校に比べて Howdy の先生は驚く
ほどフレンドリーです。フィリピンでもらった
元気を将来恩返ししたいと考えています。Mina Nomura 

１０代、高校生、１週間

朝 昼 夕

○ ○ ○

担 当 講 師

T.AMITY
Learning English is challenging. 
It needs passion and determination to 
attain your goal.

英語を学ぶことはとてもチャレンジング
です。情熱と決意を持ってゴールに向かっ
て頑張ってください。

サンプルケース　目標：大学受験対策

高校生
男子

4
weeks

Listening 
(20)

Speaking
 (20)

Reading
 (40)

Writing
(20)

Total
(100)

Before 10 9 12 9 40

After 14 16 18 13 61

テキスト例 (Speaking & Listening) 



５０+ コース
　50 歳以上の方が対象のコースです。マン
ツーマン 5 コマで無理なく、ご自身のペー
スで学んで頂くことが可能です。同じ世代の
方とフィリピン留学をしてみたい方にオスス
メ！目的に合わせたカリキュラムを組むこと
が可能です。過去の例としては、訪日外国人
を助けるための英語、東京オリンピックや大
阪万博のボランティアに向けてなど・・・

話す 聞く 読む 書く ビジネス
話す 聞く 読む 書く

○ ○ ○ ○

高校生 大学生 ビジネス 日常会話 旅行英語 シニア 親子 留学前
準備 TOEIC

○

初心者
　中学生レベルの文法がわかる

中級者
　高校生レベルの文法がわかる

上級者
　大学生レベルの文法がわかる

○ ○ ○

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 Idiom

12:30-13:30 Lunch Time Lunch Time

13:30-14:20* Debate Vocabulary

14:30-15:20*

15:30-16:20*

16:30-17:20*

17:30-18:20*

食事

卒 業 生 の 声
　５０代から始めた英語の勉強ですが、実際に
勉強してみると、全く通用しないことに愕然と
しました。ただ、先生任せに受け身な授業をす
るのではなく、こちらから要望をだして先生に
授業をアレンジしてもらっていました。私のた
めに教材を印刷してくれたり。その教材は日本
に帰ってからも使えるので本当に感謝していま
す。英語に自信がついてきたので、これからも
一生懸命に勉強を続けたいと思います。

Nobuyuki Harada
６０代、６週間　４

朝 昼 夕

○ ○ ○

担 当 講 師

T.Shiela
"There's no elevator for success, you need to have 
the stairs." Learning English language may be difficult 
but it will never be a hindrance if you're willing and 
determined to learn. Believe in yourself for "If others 
can do, why can't you?".

英語を習得するためのショートカットはありません。
難しく感じるかもしれませんが、英語を勉強しようと
決心したなら大丈夫！他の人たちのように、アナタが
出来ない理由はありません！

サンプルケース　目標：オリンピックボランティア

６0 代
男性

6
weeks

Listening 
(20)

Speaking
 (20)

Reading
 (40)

Writing
(20)

Total
(100)

Before 10 8 14 13 45

After 14 13 19 17 63

テキスト例 (Reading & Writing)



ファッション英語コース
　アパレルショップで使用する接客英語を想
定したコースです。これからファッション業
界で活躍したい方や、現役の販売員の方で外
国人の対応に悩んでいる方におすすめです。
　また日本人が間違って覚えている色の単語
なども細かく学ぶことができますので、将来
バイヤーを目指している方にもおすすめの
コースです。

話す 聞く 読む 書く ビジネス
話す 聞く 読む 書く

○ ○ ○ ○

高校生 大学生 ビジネス 日常会話 旅行英語 シニア 親子 留学前
準備 TOEIC

○ ○ ○

初心者
　中学生レベルの文法がわかる

中級者
　高校生レベルの文法がわかる

上級者
　大学生レベルの文法がわかる

○ ○ ○

１日のスケジュール例
Salesperson Buyer

  8:30-9:20 Grammar Grammar

  9:30-10:20 Shopping Shopping

10:30-11:20 Sales Talk Buying

11:30-12:20 【G】Speaking 【G】Reading

12:30-13:30 Lunch Time Lunch Time

13:30-14:20 Color/Material Color/Material

14:30-15:20 【G】Vocabulary 【G】Pronunciation

15:30-16:20* Fashion Tred Talk Fashion Tred Talk

16:30-17:20

【G】 = グループレッスン、赤色の字 = このコースだけの授業

食事

卒 業 生 の 声
　販売におけるケーススタディが細かく設計されているカ
リキュラムはすぐに実践として使える内容でした。また、
短期学習でもすぐに実践で使えるように場面会話を繰り返
し練習し必要な場所は単語を入れ替えるだけで応用できる
ものばかりでした。単純なインプットを続けるのではなく、

『考えながらアウトプット』をするこで記憶に定着します。
例えば  「お客さんが洋服を手にとっています。でも少し
大きいと感じているようです・・・。さぁ何とお声がけす
るのが適切でしょうか。」のような質問をたくさん問いか
けられます。近年、英語ができるこで就職に有利になった
り、将来的なキャリアが変わったりとアパレル従事者でも
英語力は必須になっています。就職してしまうと、なかな
かこのような勉強をする機会はありません。専門学生さん
や大学生さんで将来アパレル業界に興味がある方はぜひ受
講してみてください。

Masaya Fukaji
30 代、StylePicks CEO １週間

朝 昼 夕

○ ○

担 当 講 師

T.Monaliza
Learning English has benefits beyond 
just learning the language. 
The English language is a work in 
progress. Have fun with it!

英語を学ぶことはただ、勉強するだけ以上の
価値があります。楽しんでください。

サンプルケース　目標：英語で接客

社会人
服飾系

1
week

Listening 
(20)

Speaking
 (20)

Reading
 (40)

Writing
(20)

Total
(100)

Before 8 10 14 18 50

After 14 16 18 13 61

テキスト例 (Speaking & Listening) 

有料

Howdy
オリジナル
アパレル
接客英語



7:00

8:30

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

Mon　　 Tue　 　Wed　 　Thu 　　Fri　 　Sat　 　Sun　 　Mon　　 Tue　　 Wed　 　Thu　 　Fri　　 Sat　 　Sun

大学生・社会人、２週間の Howdy ライフ

オリエン
テーション

＆
実力テスト

昼　　　食

パシフィック
モールツアー

Howdyで
ディナー！

朝　　　食

マンツーマンレッスン

グループレッスン

マンツーマンレッスン

グループレッスン

自　習

近くのレストランで食事

スタディ
アクティビティ

Howdyで
ディナー！

学校で出来た
友達と

ITパークに
飲みに♬

学校主催
の

アクティビティ
へGO−！

自　習

友達と
Ayalaモールで
ショッピング

お土産をゲット

マンツーマンレッスン

グループレッスン

マンツーマンレッスン

グループレッスン

自　習

近くのレストランで食事

スタディ
アクティビティ

Howdyでディナー！

昼　　　食

朝　　　食

卒 業 式

先生たちと
一緒に

ディナー！

学校主催
の

アクティビティ
へGO−！

マクタン島
のホテル
で一泊。

ホテルの

ビーチで

のんびり♬

セブ空港

↓

日本へ

学校から車で5分の場所にあるモー

ルツアーへGO！無料で参加できます。
毎週木曜日はスタディアクティビティ

の日！みんなで英語を学びましょう。

ついに卒業式・ ・ ・英語でスピーチを披露。

そのあとは先生たちとお食事へ！

ズンバ

オリエンテーション＆実力テスト

学校の規則や授業のルールなどをご説明し

ます。 また実力テストを受けて頂き、 学生さ

んのカリキュラムを組む際の参考にさせて頂

きます。

学校主催のアクティビティ！
毎週土曜日は学校主催のアクティビティ。

ボホール島に行くツアーやアイランドホッピ

ング、 ジンベイザメと泳ぐツアーなどセブ

を満喫してください！

セブの２大モール！

Howdy で出来たお友達と一緒に Ayala モー

ルへ。 バラマキ用のお土産や女性が喜ぶ

ヘアオイルなどを調達。 もちろん自分の分も

忘れずに。



7:00

8:30

9:30

10:30

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

17:30

18:30

19:30

Mon　　 Tue　 　Wed　 　Thu 　　Fri　 　Sat　 　Sun　 　Mon　　 Tue　　 Wed　 　Thu　 　Fri　　 Sat　 　Sun

シニア、２週間の Howdy ライフ

オリエン
テーション

＆
実力テスト

昼　　　食

パシフィック
モールツアー

Howdyで
ディナー！

朝　　　食

マンツーマンレッスン

自　習 学校敷地内
ウォーキング

スタディ
アクティビティ

Howdyで
ディナー！

学校で出来た
友達と
日本食

レストランへ

マンツーマンレッスン

マンツーマンレッスン

自　習
Howdy友達
と一緒に

近くのモールへ
ショッピング

フィリピン料理
に舌鼓♬

スタディ
アクティビティ

Howdyでディナー！

昼　　　食

朝　　　食

卒 業 式

先生たちと
一緒に

ディナー！

マクタン島
のホテル
で一泊。

セブ空港

↓

日本へ

学校から車で5分の場所にあるモー

ルツアーへGO！無料で参加できます。
毎週木曜日はスタディアクティビティ

の日！みんなで英語を学びましょう。

ついに卒業式・ ・ ・英語でスピーチを披露。

そのあとは先生たちとお食事へ！

マンツーマンレッスン

自　習

この日は
自室で

ゆっくり

スタッフ同行の

市内観光ツアー

でCEBUを

楽しむ！

ズンバ

学校敷地内
ウォーキング

併設モールの
カフェで友達と
おしゃべり♬

早めに学校を
チェックアウト

ホテルで過ごす
優雅な１日。

プールサイド
でまったり。

オリエンテーション＆実力テスト

学校の規則や授業のルールなどをご説明し

ます。 また実力テストを受けて頂き、 学生さ

んのカリキュラムを組む際の参考にさせて頂

きます。

安心スタッフ同行アクティビティ！

Howdy スタッフ同行のアクティビティ！日本

人スタッフ同行なので安心して観光すること

ができます。

フィリピンならではのフィットネス。 『ズンバ』 踊りな
がらエクササイズができるんです。 そこまで激しくな
いのに、 大量の汗！勉強中のリフレッシュに。
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高校生、２週間の Howdy ライフ

オリエン
テーション

＆
実力テスト

昼　　　食

パシフィック
モールツアー

Howdyで
ディナー！

朝　　　食

マンツーマンレッスン

自　習
スタディ

アクティビティ

Howdyで
ディナー！

学校で出来た
友達と

併設モール
でディナー

スタディ
アクティビティ

Howdyでディナー！

昼　　　食

朝　　　食

卒 業 式

マクタン島
のホテル
で一泊。

学校から車で5分の場所にあるモー

ルツアーへGO！無料で参加できます。
毎週木曜日はスタディアクティビティ

の日！みんなで英語を学びましょう。

ついに卒業式・ ・ ・英語でスピーチを披露。

そのあとは先生たちとお食事へ！

グループレッスン

ズンバ

学校スタッフが
空港まで
お見送り。

セブ空港
↓

日本へ

グループレッスン

マンツーマンレッスン

学校主催の

アクティビティ

アイランド

ホッピングへ！

自　習

併設モール
のカフェで
爆速wifi！

タブレットで
映画鑑賞

マンツーマンレッスン

グループレッスン

グループレッスン

マンツーマンレッスン

ズンバ

自　習

オリエンテーション＆実力テスト

学校の規則や授業のルールなどをご説明し

ます。 また実力テストを受けて頂き、 学生さ

んのカリキュラムを組む際の参考にさせて頂

きます。

フィリピンならではのフィットネス。 『ズンバ』 踊りな
がらエクササイズができるんです。 そこまで激しくな
いのに、 大量の汗！勉強中のリフレッシュに。

学校主催のアクティビティ！
毎週土曜日は学校主催のアクティビティ。

ボホール島に行くツアーやアイランドホッピ

ング、 ジンベイザメと泳ぐツアーなどセブ

を満喫してください！



Howdy なら安心！日本人スタッフがサポート！

Yukika Sakai
20 代　趣味 ダンス / 映画鑑賞

アイスクリームが好きでセブのお店、 色々

知ってます！皆様が楽しく快適な留学生活を

送れるようにサポート致します。

Kumiko Suzuki
70 代　趣味 英語 / お酒 / 映画鑑賞

セブの美味しいお店知っています。 ぜひお声

掛けください。 一緒に美味しいごはんとお酒

を飲みながら楽しく会話しませんか？

Kohei Nakanishi
20 代　趣味 スポーツ観戦 / お昼寝

海外でのボランティア活動について勉強して

います。 セブでのボランティア活動などに興

味がある方はサポート致します。

Tomiko Tanaka
50 代　趣味 ボクシング / トライアスロン

フィリピンではとても有名なボクシングジム

『ALA ジム』 に一緒に行きましょう！

Renami Fukuoka
20 代　趣味 カメラ / カフェ巡り

セブの色々なカフェを探検中です！！

おすすめの素敵なカフェで休日を過ごしてみ

ませんか？

Akira Sakusabe
30 代　趣味 キャンプ / 水中水泳

一緒にセブの美しいビーチと海の生物を探

索しに行きましょう！



セブ留学を満喫できる！イベント詳細

勉強アクティビティ 季節イベント

　スヌーピー のコミックを使ったアク

ティビティです。 リスニング ・ 文法 ・ ラ

イティング ・ 単語 ・ 和訳など幅広く学ぶ

ことができます。

　文法を英語で学ぶことはすごく難しくよ

くわからないまま、 英語学習を進めてしまう

と話す能力の伸びが遅くなります。 日本語

で学ぶことで効率的に身につけます。

　『タクシーに乗るとき』 などシチュエー

ションに会ったフレーズを学んでロープ

レをします。 アクティビティで学んだ英語

は週末に実践してみよう！

　英語力が上がっているか心配。 ちょっ

と調べてみたいかも ・ ・ ・ という方向け

のアクティビティです。 1 時間に短くした

内容ですので気軽に受けられますよ。

＼その他の勉強アクティビティ／

ボランティア
　毎週末ご案内しているのが、 ボラン
ティアやスタディツアー。 ボランティア
ではスラム地域で炊き出しをしたりゴ
ミ処理の方法についてレクチャーしたり
様々な活動をしています。 スタディーツ
アーではセブのリアルな現状を見学す
ることができます。 500 〜 2500 ペソで
参加できます。 ＊学校主催ではありません。

　ハロウィンやクリスマスはもちろん、 日
本とフィリピンのイベントを取り入れたイベ
ントも実施しています。 また子供の日やバ
レンタインには Howdy カフェから特別料
理 （デザートなど） が出たり、 フィリピン
にいながらも日本の季節を感じることがで
きますよ！

＼勉強アクティビティ日程／

＼開催日は下記をチェック！／

＼その他のボランティア／ ＼ボランティアの日程／



セブ留学を満喫できる！イベント詳細

学校主催アクティビティ スタッフ同行アクティビティ

＼その他の学校主催アクティビティ／ ＼学校主催アクティビティ日程／ ＼その他の同行アクティビティ／ ＼同行アクティビティ日程／
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　Teaching English as a Second Language to Japanese students depends on how ESL teachers understand the Nature of the Learners. 
This knowledge will help the teachers prepare session plans with behavioral objectives, match with learning activities and assessment 
techniques to determine the progress of the learners language abilities. Considering diverse level of language proficiency and learning 
styles, the teachers  are keen observers of the cognitive manifestations of each student whether visual/spatial, , intra/interpersonal., 
Musical , Mathematical, Linguistic, Naturalistic (Howard Gardner’ s’ Multiple Intelligence Theory). Although a student may be dominant in 
one cognitive area , the teaching techniques focus more on the development of  LINGUISTIC/ VERBAL INTELLIGENCES  (Listening and 
Speaking abilities).　Every learner is unique in their characteristics and as such, they have different needs as well. The teacher has to be 
sensitive to adjust their teaching styles, techniques, strategies to better suit to students’ needs.

　第二言語としての英語を日本の学生に教えることは、ESL の教師が学習者の本質をどのように理解しているかにかかっていま
す。この知識は教師が作成するセッションプランや学習活動、学習者の評価技術にも大きく役立ちます。
　さまざまな学習スタイル、個人の多様性（得意とする能力（言語・論理的・身体 / 運動・音楽・人間関係形成・自己観察 / 管
理・自然共用・空間））に関わらず各生徒の認知的表現を的確に観察しています。（ハワード・ガードナーの多重知能理論）個人
が持っている得意な分野を活かしながら、リスニングとスピーキング能力の発達に重点を置いています。
    学生の個性を見極める能力・戦略を調整し確実に成長できるように、講師たちが敏感である必要があると考えています。

Dr Tampus (Academic Head)

論理的能力 抽象的なアイデアについて
考えることが得意

1 人に１人のアドバイザー（担任）講
師が専属でつきます。個人にあった
授業プランを作成し卒業までバック
アップします。

受動的な覚えるだけのレッスンだけ
でなく、『なぜ？』と考える能動的な
レッスンを実施しています。これによ
り記憶に定着する確率が上がります。

ジャーナルを書いて先生に添削して
もらいます。毎日、書いてアウトプッ
トすることでライティング及びス
ピーキングの上達速度が向上します。

理論を取り入れて
個人に最適な授業プランを
作成します。

言語能力 議論・スピーチ、物語を要
約して説明することが得意

音感能力 パターンやトーンにして
覚えることが得意

身体 / 運動能力 実際に体験して覚えるこ
とが得意

関係形成能力 理論やアイデア分析が
得意。

自然共生能力 自然に関係するトピック
スが得意

観察 / 管理能力 非言語的コミュニケー
ションが得意

空間能力 読み書き、写真・グラフ・
図表の解釈が得意

教育学の博士としてセブの大学院で教鞭を取る傍ら、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。

Howdy ならではの指導方法

ハ ワ ー ド ・ ガ ー ド ナ ー 多 重 知 能 理 論

ア ド バ イ ザ ー 制 度 能 動 的 な レ ッ ス ン ジ ャ ー ナ ル 制 度



Howdy ならではの指導方法
マンツーマン グループ

B e g i n n e r I n t e r m e d i a t e A d v a n c e d 3 - 7 人 の S m a l l ク ラ ス

Speaking .

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。

ディベートを通じて、対立する意見を述べら
れるように瞬発力を養います。

Listening .

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。

自らのみでなく他の生徒から正しい英語表現
や発音を学びます。

Writing .

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。

テーマに沿って、指定された趣旨の文章を書
く練習をします。

Reading .

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。

短い物語などを用いて、内容を理解、咀嚼す
る力を養います。

Grammar .

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。

自らのみでなく他の生徒から正しい英語表現
や発音を学びます。

Vocabulary .

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。

話題に使用されている単語をグループ内での
対話を通じて類推することでより意味付けが
進み脳に定着する語彙力となります。

Pronunciation 

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。

自らのみでなく他の生徒から正しい英語表現
や発音を学びます。 .

Business .

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。

× .



Howdy コース概要一覧
スタンダード マンツーマン 親子 高校生 50+

対象年齢 18 歳以上 18 歳以上
3-15 歳のお子様

＆　親御様
高校生 50 歳以上

授業数
マンツーマン グループ マンツーマン マンツーマン マンツーマン グループ マンツーマン

５コマ ２コマ ４・７・９コマ 5-6 コマ ５コマ ２コマ ５コマ

食事
朝／昼 夜 朝／昼 夜 朝／昼 夜 朝／昼 夜 朝／昼 夜

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

外出
学校から出る際に
外出先を提出する
必要があります。

平日 土日 平日 土日 平日 土日 日月火水木 金土 平日 土日

○ ○ ○ ○ ○ *1 ○ *1 △ *2 ○ *2*3 ○ ○

外泊
外泊をする週の木
曜日までに規定の
書類提出が必要で

す。

日月火水木 金土 日月火水木 金土 日月火水木 金土 日月火水木 金土 日月火水木 金土

× ○ × ○ × ○ × × × ○

門限
日月火水木 金土 日月火水木 金土 日月火水木 金土 日月火水木 金土 日月火水木 金土

10:00PM 2:00AM 10:00PM 2:00AM 10:00PM 2:00AM 9:00PM 9:00PM*3 10:00PM 2:00AM

*1 親子同一行動 　*2 敷地内モールのみ外出可　*3 成人の同行が必須 （門限 10:00PM)

有料 有料



マ ン ツ ー マ ン

グ ル ー プ

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。レベル別にあった
テキストを使用して確実にレベル
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。

Speaking

　トピックについてディベートする
能力やプレゼンテーション能力を養
います。

Pronunciation

　マンツマーン授業で鍛えた発音を
グループレッスンで使うことで向上
させます。

Writing

　テーマを元に文章を作成し、読み
手に伝わる英語力を養います。作成
した文章を発表することで、頭の中
が整理され効率的に学習できます。

Vocabulary

　関連のある単語から、共通のトピッ
クスを推察します。考えながら単語
に触れることで、記憶に定着させま
す。


