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Hope all your wishes come true this year!
創立 30 周年を迎える「あぜりあ Language School」
「あぜりあ Language School」は今年創立満 30 周年になります。1987 年に子供と大人の 2
クラスの英会話レッスンが、佐倉市の自宅の 1 室で始まりました。4 歳の長男とその友人
を中心に出発しました。2 歳の次男はその友人のお母さんがレッスン中預かってください
ました。
次男が開成中学に進学し、ホッとしたのを機に 1999 年に「京成津田沼校」を開設しま
した。テナントを借りて、マネージャーも雇ってのスクール経営が始まりました。
その 2 年後には神田外語大学に編入し、大学生として、スクールの経営者として、また２児を持つ主婦として、
３足のわらじを履いて、苛酷な日々を送りました。引き続き、千葉大学大学院で英語教育を研究しました。
大学院を出ると直ぐに大学で児童英語教育を教え始めて、もう 12 年になります。その間、10 年前には「西船橋
校」をＯＰＥＮし、2013 年には「JR 津田沼校」
、昨年の 11 月には「本八幡校」をＯＰＥＮしました。
30 年前に最初の生徒だった長男は銀行や大学で働いた後、
「あぜりあ Language School」に教務主任として着任
しました。２歳だった次男は医師として千葉県で働いています。
今、世界中で教え子が活躍しています。働いてくださった講師やスタッフも色々な国からメールを送ってくれ
ます。30 年間、必死で頑張って来て良かったと思える毎日です。これからも日本の英語教育のために皆さまと
一緒に頑張らせてくださいね。
あぜりあ校長 勝山ひとみ
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Hi everyone. This is Will. Happy New Year to all Azalea students and
staff. Generally speaking the end-of-year holiday season is a lot different
in Japan than in the United States, although companies here seem to
have begun taking advantage of the more commercial aspects. In my
hometown we usually start getting a lot of snow around this time of year,
so I was happy when it snowed in Chiba a few weeks ago. It disappeared
pretty quickly though. I always ask my students what they are doing for
the New Year. A lot of them say they will stay home and spend time with their families, and
watch the popular New Year’s music TV show. In the US, New Year’s Eve is a big party
night. Many people go out and drink champagne and do a big countdown at midnight. This
isn’t true for everyone of course. My parents, for example, will probably go to bed around
eight o’clock. On New Year’s Day, everybody who went out starts feeling sick and heads
home around mid-morning. Another thing people do is make a New Year’s resolution, or
something they want to accomplish in the new year. This can be something like quitting
smoking, losing weight, finding a new job, or learning a new skill. It’s normal to make a
New Year’s resolution, then forget about it a few weeks later. Last year I resolved to learn
500 new kanji characters, and after one year I think I know less. Anyway, I wish a healthy
and happy 2017 to everyone reading this. I hope you have more luck with your resolutions
than I did.
講師 William Hanno Rosenthal
＊あぜりあ HP の “英語 FUN ブログ”も、ぜひご覧ください。

http://azaleaenglish.com/funblog/

