ご自由にお取りください

２００５年６月

次回茅ヶ崎スペシャル
茅ヶ崎スペシャルは９月の下旬に TOEIC の IP 受験
を予定しています。
水曜日１９：３０ Ｃ２クラス
６月末で水曜日の１９：３０からの C２クラスが無くなり
ますので、火曜か木曜の１９：３０等に移動して下さるよ
うお願い致します。

New Zealand Report
川村学園女子大学で教え始めて
皆さんは、我孫子にある川村学園女子大学をご存
知でしょうか。目白にも目白キャンパスがあり、そ
こには幼稚園、小学校、中学校、高校もあります。
山田邦子はこの高校を卒業しています。お嬢様学校
というイメージが強いと思いますが、時代に対応す
べく、教育内容も充実しています。文学部の中には、
国際舞台で活躍する人を養成する国際英語学科が、
教育学部の中には、メディアコミュニケーションの
エキスパートを養成する情報コミュニケーション学
科が、人間文化学部の中には、観光分野で働く人を
養成する観光文化学科があります。
この 4 月より、縁あって、国際英語学科で、児童
英語教育法などの教鞭をとることとなりました。普
段は、
『あぜりあ』で大人の方や、小さい生徒さんを
教えていますが、大学生を教えるのも本当に楽しい
ですね。きれいなキャンパスで、すがすがしい目を
した学生さんたちに囲まれ、充実した時間を過ごさ
せていただいています。
多くの小学校で英語が教えられ始めて、その教育
者の養成が急務とされています。微力ながら、その
お役に立ちたいと思っています。英語の普及には、
先ず英語の楽しさを伝えられる教師の育成が重要で
すね。
校長 勝山ひとみ

May10th

Hello to everybody at Azalea. As you may already
know I am in New Zealand at the moment doing a
professional certification that is a bridge between
having a University law degree and becoming a
Lawyer.
As you are aware New Zealand was a colony of the
United Kingdom, therefore, the legal system in New
Zealand is structured differently to that of the
Japanese and American systems. As a result, the
pathway to becoming a lawyer is slightly different.
For me, my studies over the last two weeks have
been intensive as I have had to recall knowledge
from 5 years ago when I left University, to learn
some new skills that I have not experienced.
To my surprise I discovered there was a Japanese
lady in the class who has studied and worked in
Hong Kong (a former British colony) over the last few
years. She is a very positive person and has not let
language difficulties come between her and her goal.
The Institute I am studying at is in the heart of
Auckland and close to the University, I have
observed that the city has changed a lot since I have
been away. Now there are many foreign people in the
central city area and many Asian. In fact, I walked
past a Japanese supermarket and called in to buy
some Natto. Auckland has many Icons of Japanese
culture especially relating to food.
Well-that is all I have to report please feel free to
approach me with any questions you have at our
next lesson together.
Regards
Simon Fox

