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2016
来年創立３０周年を迎える『あぜりあ Language
School』はお陰様で、多くの方のご支持を頂き、
１１月に本八幡校を PreOPEN することになりました。
『英会話スクール』として誕生した『あぜりあ Language School』は、
のちに『英会話・英語塾』に進化しており、東大、早稲田、慶応を初め、
希望校への合格の後押しをしてまいりました。本八幡校 OPEN を契機にさらに英語塾機能を前進
させる所存です。小学生からの英語クラスは“WISDOM”、英会話クラスは“WONDER”とし、よりバランスがとれた、学校
での成績にも直接結びつくシステムを構築します。２つのクラスで小学卒業時に英検３級取得を目指します。
あぜりあ校長 勝山ひとみ
TOP クラスのバイリンガル
日本人講師によるクラスで、学校での英語ばかりでなく、
英検 Jr.や英検にも効果的

プ
プロの教育者ネイティブ
講師によるクラスで、コミュニケーション力を一層付けるこ
とが目的

Hello! My name is Adam Norgaard and I was born in Washington, D.C. I lived in over
ten different states in the U.S.A. because of my father's job. The most interesting state
that I lived in was Alaska. I got to see the Aurora Borealis and encountered lots of wild
animals like bears and moose! When I was 16, I studied at Tama High School in
Kanagawa Prefecture for six months. I joined the school kendo club, but discovered that
I'm not so good at kendo unfortunately.
During my spare time, I enjoy painting and learning Japanese. I also have the travel bug, and enjoy visiting
other countries. My favorite country to travel to is Taiwan. This May I went back for a second time and
hiked around Taroko National Park.
I began teaching English in Tokushima, Japan. Although it's in the countryside, I fell in love with the
beauty of Shikoku. After that, I moved to Ichikawa City and began working as an ALT at various elementary
schools in the Koto ward of Tokyo. I enjoy teaching all age groups and have a passion for seeing my
students progress. I can't think of anything more rewarding. I'm really looking forward to being a part of
your English learning experience at Azalea!
本八幡校講師 Adam Norgaard
恒例 冬期集中講座・ 子供英会話ショートステイ
日

程： ①12 月 23 日（金）～24 日（土）2 日間
②12 月 26 日（月）～28 日（水）3 日間

10:00～15:00 JR 津田沼校
10:00～15:00 西船橋校

中学生 冬期集中講座
日

冬休みに英語力も数学力も強化！
12 月 24 日（土）～28 日（水） 12/25（日）を除く 4 日間

程：
中学３年生
中学 2 年生
中学 1 年生

数学 15:45～16:40 英語 17:00～17:55
数学 18:15～19:10 英語 19:30～20:25
英語 18:15～19:10 数学 19:30～20:25

高校生・社会人 冬期集中講座
日

対象：3 歳～小学生

対象：中学生
場所：西船橋校

どちらか 1 教科の受講も可能ですが、
両教科の受講がお得です。

茅ヶ崎方式ニュース英語で実力 UP！

程： 12 月 26 日（月）～28 日（水）19:30～20:55

場所：JR 津田沼校

＊詳しくは別途パンフレットをご覧いただくか、各校マネジャーにお問い合わせください。

あぜりあ kids Happy-o Kai のご報告

It was a spectacular day！

1０月１日(土)に船橋市勤労市民センターにて、あぜりあ KIDS 発表会が開催されました。本年は 4 校合同での開催と
なり、大勢の方にお越し頂きました。本番での子供たちの
パフォーマンスは素晴らしく、先生やスタッフも頑張った甲斐
があり、報われた気持ちになりました。ご家庭での保護者様
の応援に感謝いたします。発表会の様子はあぜりあ HP
http://azaleaenglish.com/kids-happy-o-kai201610/を
ご覧ください。写真と動画が UP されています。

