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勝山校長と James 講師が昨１０月に Oxford University 主催 Teacher Training Certificate Program へ参加し、この度
認定証を授与いたしました。生徒さんに右脳と左脳をよく使っていただくことにより、効率よく学習していただくメソッド
等を習得してまいりました。James 講師が簡単にご報告いたします。

“You’re never too old to learn,” or so the saying goes. Regardless of your experience, some occasional
training or practice is necessary for improving your performance, skilling up, or motivating yourself.
Thus, I sought out some training for self-improvement not only as a teacher, but also as an individual.
Over a span of three months, I attended a workshop on teaching sponsored by Oxford University
Press and the Institute for the International English Education of Children near Ikebukuro Station.
The course covered a range of many topics. However, what stuck out the most were the workshops
on training the brain, that is, using the right side and left side of the brain, which are important for
building long-term and short-term memory. During a lesson, it is important for students to actively
engage both sides of the brain. The left-brain is usually the more logical, whereas the right-brain is
more creative. At the same time, we have to take short-term memory and transform it into long-term
memory. For the latter, unfortunately, it takes practice and repetition. Thus, in many ways, reviewing
and practicing is necessary for remembering old information and adding new information. Review
and practice is a never-ending necessity that makes the idea of proficiency attainable. Finally,
actively thinking about we are doing is just as important as doing. Because when we are studying at
home, we must understand our weak points in order to improve. Here, it is important to think about
what we are doing (and so a lot of time and effort will be saved toward attaining our goals).

English Lounge 開催
ラウンジ券進呈

茅ヶ崎方式 30 年記念講演会

４月から６月にかけて各スクールにて、English Lounge を開催
いたします。生徒様にはラウンジ券３枚進呈。英会話のクラス
をお考えの方には良い機会と思います。参加者が 1 名のときも
ありますので、そんなときは、大変得をしたような気分だと思
います。参加者が多いときはまたいろいろな情報が得られてや
はり有意義ですね。
4 月のスケジュールは３月の中旬に発表致します。要予約です。
お楽しみに。

茅ヶ崎方式英語会は 2011 年に創立 30 年を迎えます。
30 年記念特別事業の一つとして、記念講演会を計画
致しました。テーマは「英語の楽しみ方」です。
改めて、英語学習の楽しみ方、あり方を問いかける講演会に
できたらと考えております。

西船橋南口駅前のすばる書店さんに茅ケ崎方式月刊英
語教本、0 からスタート再学習の英語（Book0）を置いて
いただきました。
他の英語学習書も電話で取り寄せていただけます。その

テーマ：
「英語の楽しみ方」
開催日：2010 年 4 月 7 日(水)10:00
会

すばる書店をご紹介

際、「あぜりあ」の生徒ですと伝えていただくとスムーズ
に注文が出来ます。

電話：047-434-1622

場：茅ヶ崎市民文化会館

30 年記念講演会概要 （各校にパンフレットが有ります）をご覧下さい。
参加費は無料です。参加申込みは fax: 03-3288-2770
お問合せは茅ヶ崎方式英語会

e-mail : info@chigasakieigo.com

電話：03-3288-2770 / http:www.chigasakieigo.com まで御連絡下さい。

