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The World of Sports
Hello, everybody, this is Will writing. Late spring and early summer is a great time
for American sports. We have two championship finals happening at the same time:
ice hockey and basketball. The baseball season is about a third finished, and you
can start to see which teams might be the most competitive. The two teams in the
ice hockey finals are the Chicago Blackhawks and the Boston Bruins (my
hometown team). When I’m writing this the Bruins are leading the best-of-seven series two games
to one. The Bruins have a lot of great players, but no real superstars. Their strength lies in their
coach, who has stayed with the team for a long time, and their ability to play defense. The two
teams in the basketball finals are the San Antonio Spurs and the Miami Heat. They are tied 3
games to 3 in the best-of-7 final. It’s been a very exciting series. The Spurs have some older,
experienced players. The Heat have Lebron James, the best player in the world. I want the Spurs
to win. As for baseball, the Boston Red Sox look pretty good this year. They have good pitching
(including two Japanese pitchers), and good offense. Their offense hasn’t been spectacular, but as a
group they take their time at the plate and get a lot of walks. They also have David Ortiz, maybe
the most clutch player in the team’s history. He was largely responsible for the Red Sox winning
the World Series in 2004. Anyway, if you like sports I hope you found all this interesting. Have a
great summer!
講師 William Hanno Rosenthal

英語教師用 Workshop 夏休み英語力ＵＰ講習会
このワークショップは，英語で英語をどのように指導するか，先生方がどの
ようにしてご自身の英語力を高めて行くのかのヒントが詰まっています。
日時： 2013 年 8 月 4 日（日）、5 日（月）、6 日（火）
対象： 小学校・中学校・高校・大学・塾英語教師、英語教育関係者
2013 年 8 月 4 日（日）、5 日（月）、6 日（火）

夏期集中講座・ 子供英会話ショートステイ

日程： 8 月 7 日(水)～ 9 日(金)の 3 日間 10:00-15:00
対象： 幼稚園年少～小学校 6 年生
会場： あぜりあ らんぐえーじ すくーる JR 津田沼校
講師： ネイティブ講師
料金： 18,000 円（3 日間）、14,000 円（2 日間）、8,000 円（1 日）
教材費：1,000 円（内部生は教材費無料）
お迎えが遅くなるお子様を 18：00 まで有料でお預かりします。（2,000 円/日、おやつ付き）
＊詳しい内容は、別紙にてご覧ください。

TOEIC®満点講師 田中朝治講師による

無料英語講演会
日時：
場所：

申込締切日：7 月 20 日土曜日まで or 定員になり次第。

参加費無料・要予約
「TOEIC®攻略セミナー」 あと 50 点ＵＰを短期で期待したい方に！
７月 20 日(土) 16：00～17：00
同日 13:00～16：00
講習費：5,000 円 （内部生 2,500 円）
あぜりあ JR 津田沼校
タイトル：『実社会で求められている英語！』 How much English is required in the real world?
今本当に社会で求められている英語力とはどんな力か、またどれほどのレベルかを考えます。
Jack Stone 講師：

JR 津田沼校開催

アメリカ人。英会話講師として豊富な経験を積んだ授業が好評。
教育関係の他にジャーナリストとしての活動も行い、特に時事、法律に詳しい。
ラバーン法科大学博士課程卒。

Communication Advice

（個別話し方アドバイス）
ご好評の Communication Advice(ネイティブ講師と 1 対 1 で英会話を行い、話し方上達法や勉強方法について
のアドバイスを行う)を下記の日時に実施いたします。ご予約順になりますので、お早めに各校マネージャー
にご連絡ください。今回は Communication Proficiency Test は行いません。
受講代金：あぜりあ生徒さん 1,000 円
外部生 5,000 円
時間:約 30 分
今回は JR 津田沼校のみ：8/6(火)10:00～11:30・14:30～18:00、8/7(水)・8/8(木)・8/9(金) 16:00～18:00
★茅ヶ崎方式英語受講の生徒さんへお願い★
【「TOEIC®攻略セミナー」同日 13:00～16：00 内部生￥2500】

茅ヶ崎専用の USB をお持ちください。 音声入力の際の誤操作による事故とウイルス感染を未然に防ぐため、ご協力をお願い致します。

