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The Power of ELVIS
統一

徐々に日本の生活に慣れ始めた Tamzyn 先生が HOT な話題を記事にしてくれました！

Question: Who is the world‘s ｂｉｇｇｅｓｔ Elvis fan ?
Ａｎｓｗｅｒ: Well, ｉｔ may ｊust be none other than Japan’s own Prime Minister,Junichiro Koizumi.
He has sung Elvis songs to many world leaders and he has sung a duet with Tom Cruise. A few years ago, he even
ｒeleased a charity CD of his favourite Elvis songs !
This week Koizumi’s dream has come true and he will go to Graceland, which was Elvis’s home in Memphis,
Tennessee. US President George Bush has invited him to go there and they will be met by Elvis’wife,Priscilla
Presley and their daughter Lisa Marie.
Why is Koizumi such a big fan? He started to listen to Elvis as ａ child and he even shares the same birthday with
him ～ January 8ｔｈ. He says that the first song he learnt in English was “I want you, I love you, I need you”.
This will be a memorable trip for Koizumi’s last official visit to the USA before he steps down from his job in
September.
Did you know?
1. Japanese sales of Elvis music are the second largest in Asia, after Australia.
2. Elvis’s daughter Lisa Marie Presley got married in ａ traditional Jａｐａｎｅｓｅ wedding in Kyoto ｔｈｉｓ year.
3. The world’s second biggest fan of Elvis may be working ａｔ Azalea Language School. Can you guess who it is?!
Answer in the Next Azalea Monthly.
Tamzyn Hulugalle

英検 / TOEIC / TOEFL 対策クラス
社会人の方は、社内福利厚生を利用し短期海外留学、昇進、希望部署への自己申告異動、転職に、大学生の
方は、就職活動や内定後研修等で TOEIC の必要性が日増しに高まっています。
主婦の方々中心に幅広い層では、英検への関心が高まっています。準１級をお持ちの方は 1 級を目指し、2
級をお持ちの方は準１級を目指す等多数の生徒様から具体的な目標をお聞きする機会がにわかに増えていま
す。あぜりあでﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ又はｾﾐﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｸﾗｽで TOEIC 対策を行ってます。目標を実現しませんか？

英会話併設茅ヶ崎初級実験クラスを終えて
5 月 27 日(土)14：００茅ヶ崎初級クラスにて英会話 30 分を追加した実験クラスを実施致しました。茅ヶ崎
クラスを通常通り約 1 時間 30 分行い、その後５分の休憩を挟み 30 分の英会話クラスには予想を超え６名の
生徒様がご参加されました。英会話講師には田中先生に担当して頂きました。
茅ヶ崎クラスの全生徒様に無料実験クラスへの参加者をアンケートにて確認し誠に勝手ながら最小催行人
数を３名と設定させて頂いた結果、土曜日 14：00 茅ヶ崎初級クラスにて開催の運びとなりました。アンケー
トにて参加のご意向を頂いたにも関わらず、人数が満たない為催行に至らなかったクラスの生徒様には深くお
詫び致します。
結果として実験クラスはレギュラークラスにはなりませんでした。その原因を探るべく参加された生徒様の
声を以下にてまとめてみました。
1、改善すべき点
・ 人数が 6 名だと多すぎる ・30 分という時間は短すぎる ・茅ヶ崎クラスで習得したフレーズ ・構文
等を会話に織り交ぜる事は難しい・茅ヶ崎クラス 1 時間 30 分を加えると２時間になる為少し長く感じ
る・同じ初級クラスの生徒でも会話となると個人の経験の差が表れレベル格差が生じる
2、賛同を頂いた点
・ 毎週茅ヶ崎の授業で Input を強化しており Speaking で Output を鍛える機会を実験といえども体験す
る事ができ良かった・茅ヶ崎を通じて表現方法を習得しているが実際に日常生活で利用できる事を改め
て実感した・茅ヶ崎受講と並行して英会話能力を伸ばす事が効率的で有ると認識できた・他の生徒の表
現方法、語彙を聞き新鮮味を感じた・
実験クラスを通じて生徒様の生の声から数多くの反省点を頂いた点は大きな収穫です。時間の量の問題、参
加人数の問題、そして最も重要な点は会話能力レベルを統一する点である事を改めて痛感させられました。
しかし参加者それぞれが英会話能力を伸ばしたいといった前向きな姿勢には感動いたしました。今後ももっ
と生徒様の声に耳を傾け、需要に応えるべく努力して行きたいと思います。

津田沼校マネジャー 伊藤 環

