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Hello everyone,
my name is Jasmine Daymon. I am from the U.S. where I was born in
Pennsylvania but grew up in Eastern North Carolina. After spending most of my
life in North Carolina I moved even further down the east coast of the U.S. to
Florida. I love Florida because the weather is pretty warm for most of the year.
After I moved to Florida I was able to experience many different things and meet
many different types of people. Living in Florida made me realize two things; 1. How much I love
fried alligator and 2. That I have a passion for teaching. Before coming to Japan, I was an assistant
teacher at a local high school where I helped teach many different classroom subjects. It was an
amazing and very rewarding experience. For me, being able to help others learn and grow leaves
me feeling accomplished. As much as I love teaching I also love learning. I came to Japan to study
the culture and the Japanese language, so now I can speak conversational Japanese. While
learning is fun and interesting, I couldn`t help but keep teaching while I have been in Japan. Now
that I am at Azalea I can continue teaching while sharing my culture with my students. Please feel
free to say hello when you see me!
講師：Jasmine Daymon
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特別価格にて JR 津田沼校・本八幡校

同時開催

あぜりあ KIDS クラス・初めての方への特別キャンペーン

子供英会話

対象:幼稚園生～小学校 5 年生

グループレッスンで楽しみながら 4 日間英話に触れていただきます。
幼稚園～小学 1 年：13:00～13:55/
受講費： 5,400 円 （消費税込）

中学英語・数学

小学 1 年～3 年：14:00～14:55/

小学 3 年～5 年：15:00～15:55

対象:中学生

当校トップ講師陣と共に弱点強化、実力アップを目指します。 英語と数学の 2 レッスン
本八幡校＝＝＝新中学 1 年生：16:30～18:25/新中学 2 年生：17:30～19:25/新中学 3 年生：18:30～20:25
JR 津田沼校＝＝新中学 1 年生：12:30～14:25/新中学 2 年生：13:30～15:25/新中学 3 年生：14:30～16:25
受講費： 19,440 円 （消費税込） + 教材費
＊あぜりあ KIDS クラスを受講している現小 6 年生も中学生コースを受講している生徒さんも、外部の方も受講できます。

高校・社会人英語

対象:高校生・社会人

茅ヶ崎方式ニュース英語を教材に使い、英語力大幅アップを狙います。
時間：19:30～20:55
受講費： 9,720 円
+ 教材費： 1,944 円 （消費税込）
＊英語力で大学受験を勝ち取りましょう。 実際のニュースですので教養も身につきます。

茅ヶ崎方式英語会セミナー

↑■詳しくは別紙をご覧ください。

12月の高松城内の国重要文化財『柀雲閣』にて開催された茅ヶ崎方式セミナーの一部をご紹介
します。 茅ヶ崎方式は大学受験に優れた効果があるので、是非高校で実施していただきたく、
本部は活動を強化しているとのことでした。高校で茅ヶ崎方式を採用している例が並木中等教
育学校です。茨城県立並木中等教育学校（2008年開校）は1学年160名しかいないのに、
国公立大学だけで85名（現役75名）の合格者を出しました。東京大学5名、筑波大20名等です。
東京理科大16名等、私立名門校には100名以上を合格させています。Chigasaki Mates（茅ヶ崎方式通信）で紹介されて
いる並木中等教育学校の高校の寺田圭子先生は元々ご夫婦で茅ヶ崎方式に通っていて、茅ヶ崎方式の素晴らしさを実
感なさっていました。この優れた方式を高校でも、実践出来ないかと思って、ご自分の勤務校の高校生に採用しています。
今年度も茅ヶ崎方式で学習をした高校生たちからの大学合格の知らせを期待しています。
校長： 勝山ひとみ

Student Evaluation Report

聞き取り・発音・アクセント・表現力・流暢さ・単語力・読み・文法のバランスがわかる
Student Evaluation Report を 2月に配布します。先生からのコメントとアドバイスのほかに先生との写真つきです。昨年度か
らの進歩を把握し、励みにしていただければ幸いです。（茅ヶ崎方式のみの生徒さんにはございませんので、ご了承ください。）

★ちばてっく＆千葉大学英語教育学会 ★ 「小学校英語に文字が入ると何がかわるのか―その可能性と課題―」
小学校英語教育学会 千葉支部セミナーが、開催されます。ご興味のある方は是非ご参加ください。
日時：3月4日（土）12：30～17：05
場所：千葉大学 西千葉キャンパス 参加費：500円（学生無料）
＊詳しくはあぜりあ HP をご覧ください。→ http://azaleaenglish.com/azalea_monthly/chibatec_17news/

