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本日初公開、Kathryn 先生の横顔をご紹介
Hello Azalea Students! For those of you who don’t already know me, my
name is Kathryn Booze.
I started teaching at Azalea this year. I was
born and spent most of my life in the state of Tennessee in the U.S.A.
I studied Journalism and Anthropology. After university I was working
for an insurance company. One day I saw an ad for a company looking for
teachers in Japan and I decided this was something I wanted to do.
So, I arrived in Japan as a teacher for Nova Corp.
Unfortunately, as I’m sure you are all well aware of, that company no
longer exists, so last fall I was fortunate enough to land a temporary position as an Assistant Language
Teacher in Funabashi. I enjoyed my work there, but the company I was with lost their contract with
Funabashi Board of Education. So, here I am!
The most common question I have been asked is why I came to Japan. First of all, Japan seems to
have the biggest demand for English teachers. Second, I have studied Buddhism for more than eight
years now and I was interested to live in a place where there were many temples. Third, as a student of
anthropology, I was curious to experience life in another country and to understand what is different
between life in America and life elsewhere.
Now that I have been here for a year and a half, I am enjoying life in Japan. Last March, I finally
was able to visit Kyoto, Osaka, and Hiroshima. I adore Japanese food, especially sashimi, edamame,
maguro sushi, and katsu-don. My favorite thing to do on the weekend is go to an izakya with my
friends, sing karaoke, or spent time shopping at Lalaport. I haven’t been to the beach or to Tokyo
Disney yet, but I’m hoping to go this summer.
I look forward to meeting many of you soon!
講師 Kathryn Booze

シアトルEFでの短期語学ステイ
私は71歳にして 9回目、2週間の短期語学ステイをシアトル
にある「エバーグリーン・ステート・カレッヂ」に付属する英語学校で
学んできました。(今までに豪州2回、英国3回、米国2回、マルタ共和国)。
5000人の大学生、250人のEFの生徒が在学するキャンパスは広大で、
緑豊かな環境の素晴らしい所で学びました。図書室にはPCが百台位、
備えてあり、毎日の宿題はPCを駆使したGrammer、listening、spelling
(typing)の問題に回答する語学勉強で、ITの発達を実感しながら、初級
レベルのPC技術の私は必死で、時間が掛かりました。
1クラスの生徒数は12人位で、驚いた事に韓国人、南米、コロンビア
からの留学生の数が日本人より遥かに多く、殆どの生徒は9カ月滞在です。授業は担任制で30代半ばのレベッカ先生でし
た。教え方が上手で、とても厳しく、授業中に英語以外の言葉で仲間と話したり、居眠り？したりすると、教室から出されま
す。事務所に行って「反省文」に印を押して貰って再入室します。ペアワークや、週に1冊の短編小説を読んで、荒筋、感想
をクラスメートの前で発表したり、毎日、大学ノートサイズの用紙にジャーナル、日記風の文章を書いて提出、と盛り沢山の
内容の濃いい授業でした。結構、勉強が忙しいでしたが、イチローの所属するシアトルマリナーズの野球の試合を一泊し
て観戦したのが良い思い出です。住居は一軒の家を3人で借りました。今年、大学卒の韓国人2人で、とても気立ての良い
娘さん達がホストメイトでした。週末になると、激辛の韓国料理を作って、友達とミニパーティーを開いて、学生気分に浸り
ました。今や、英語は世界共通語です。米国は、移民の国だけ有って、如何に早く語学力を身に付けさせるか！がモットー
のカリキュラムに感心しながらガンバリました。
その後、ミネアポリスに在住の友人宅を1週間ばかり訪ねて帰国しました。飛行機がシカゴ経由で乗り換えが有ったので
すが、シカゴのオヘヤ空港はアメリカで1、2を争う広さ！乗り換え前の飛行機が延着、トッサにチッフ゜をはずんで、生まれ
て初めて車椅子を頼んで移動、間に合いました。英語でシャベル勇気、答えをシッカリ聞く判断の大切さの実体験もしまし
た。
老いも若きもアゼリアで励みましょう！We are all ears! で！今回のEFステイに当たり、勝山校長先生には大変、お世話
になりました。無事に帰国後、初めて勝山先生とお会いした時には、思わずHug仕合いました。本当に有難う御座いまし
た。
C2 クラス 加藤恵美子

夏休み
受講していただいているクラスにより夏休みが違いますので、スケジュール表でご確認ください。尚、8 月 2 日（土）～
10 日（日）はどの校舎も完全に開講していませんので、お気を付けください。

