June
2017
特訓でハイレベル志望校との差をぐぐっと縮めよう！

6 月末

集中講座

本八幡校にて開催

6 月 27 日（火）～30 日（金）

■レギュラーレッスンのない週に集中講座を設けます。詳しくは別紙をご覧ください。

中学 2・3 年生
受講費： 15,000 円

高校生

数学

定員 6 名

化学＆数学

受講費： 18,144 円

特訓

19:00～19:55
入試の準備

特訓

定員 5 名

＊定期テスト対策も可能です。

20:00～21:25
センター試験の準備

個別指導

＊定期テスト対策可

18:00～18:55

＊ご希望・ご興味がある方は、お問い合わせください。

Hello everyone.
My name is Jonathan Metoyer. I am from America. I was born and raised in
Louisiana. The weather there is warm and tropical, similar to Japanese
summers. My home is famous for its music, sports, food, and unique
subculture. There are many festivals, including the famous “Mardi Gras.” I
lived there for most of my life, but after working in environmental science for
some time after college, I wanted to change, so I came to Japan.
I have worked for over 5 years in Chiba Prefecture, but I recently moved to
Tokyo area. I used to live in Asahi, and then moved to Yachiyo, and finally Narashino. I have
worked in both Eikaiwa and in high schools as an ALT. I enjoy the work because while I teach, I get
to learn as well.
Life in Japan is interesting, and even after 5 years, it is still fun for me. Traveling to new places or
going to a new area is always a fresh and exciting feeling for me. Even normal or tame activities
can be fun here. I often spend my free time studying or writing.
If you have any questions, feel free to ask me. Thanks for reading,
講師 Jonathan Metoyer

Communication Advice （個別話し方アドバイス）開催

対象：中学生以上
ネイティブ講師と 1 対 1 で会話をし、より自然な話し方になるように、講師が口頭でアドバイスします。
ひとり 25 分のフリーカンバセ―ションのレッスンとお考えください。普段英会話のチャンスが少ない生徒さんにお勧めです。

6 月 27 日（火）
佐倉校

6 月 29 日（木）

6 月 30 日（金）

Jonathan 先生

15：00～19:55

西船橋校
JR 津田沼校

6 月 28 日（水）
15：00～20:55

Jonathan 先生

18:00～20:55
Will 先生・Jonathan 先生

京成津田沼校
受講代金： 内部生-無料 （外部生￥5,000）

16：00～19:55

15：00～20:55

Will 先生

Jonathan 先生

＊所属にかかわらずどちらの学校でも受けられます。＊個別になりますので、
ご希望の時間がある方は、お早目の予約をお勧めいたします。

＊あぜりあ HP の “英語 FUN ブログ”も、ぜひお楽しみください。

http://azaleaenglish.com/funblog/

Will 先生・Jonathan 先生・Jasmine 先生のほかに、あぜりあ校長の友人 Mary Ann さんがハワイ島からブログを書いてくださっています。
Mary Ann さんはカリフォルニア生まれです。旅行で訪れたハワイに魅せられて 21 歳の時にオアフ島にやってきました。パパイヤ工場で 20 年間
働き、退職後は猫たちとの暮らしを楽しんでいます。ちょっと彼女の世界をのぞいてみませんか？

TOEIC®L&R 攻略セミナー 2017 年度 第 2 回 7/1(土) 西船橋校 申し込み受付中

