平成 24 年９月吉日

各位
CLASS-0 教材バックナンバー販売について
謹啓
初秋の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。日頃は大変お世話になって
おります。平素より茅ヶ崎方式・教材をご愛顧いただきましてありがとうございます。
この度、CLASS-0 教材の新規制作を、第 7 期をもって一時中断するに当たり、今まで
に制作しました教材をバックナンバーとして販売することに致しましたのでお知らせ申
し上げます。
CLASS-0 コースは茅ヶ崎方式の入門コースです。CLASS-０教材は、日本人なら誰もが
知っている人物を簡潔明快に書き下ろした英文は秀逸で、ニュースにも増して新鮮味があ
り、英語学習の楽しさを伝えてくれます。現在、1 期から 7 期まで 140 人の人物をテーマ
にした CLASS-0 教材がバックナンバーとしてあります。これらを期毎に、学習会用教材
としてのみ販売することと致しました。
また、より多くの学習会でご使用いただけるように、准協力校制度での販売を止め、使
用場所、販売期間と使用期間の制限をなくしました。さらに、バックナンバーということ
もあり、価格も見直しました。
是非、ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。
ところで、既に、准協力校制度のもとでご購入いただきました教材についても同様に使
用制限をはずしてお使いいただけます。既存の使用条件書を添付のバックナンバー使用条
件書に代えてご使用いただきたくお願い致します。
なお、CLASS-0 学習の補助教材の CD５００は 2012 年 10 月より個人販売を中止しま
すが、協力校および C-0 コース会員限定教材として販売いたします。申込書類中の
“CLASS-0 教材バックナンバー申込書”にてお申込みください。
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C-0 (CLASS-0) バックナンバー教材の販売
バックナンバー教材：人物伝他のリスニングを中心とした英語学習会用教材
C-0 第 1 期（2009 年度春）～C-0 第 7 期(2012 年度春）の 7 期分
詳しくは“C-0 バックナンバー人物構成表”を参照ください。
教材の販売： 半年分（２０ Units）の教材を学習会使用に限定して期毎個別販売
価格： ２０，０００円／期（消費税・送料別）
使用条件：学習会を開催して使用すること。学習会参加者へのみ教材をコピーして使用す
ることができます。使用期間および使用場所の制限はありません。ただし、重
複使用（同時に２つ以上の学習会で使用）することできません。
また、どのバックナンバーもいつでもご購入いただき、いつからでも学習会を
開始していただけます。
協力校との関係：C-O 教材のみを使用する学習会または学校は茅ヶ崎方式・協力校にはな
れません。C-O 教材のみを使用する場合、
「茅ヶ崎方式〇〇協力校」の名
称を使用することはできません。そして、C-O 学習会の開催は協力校制
度の制限を受けないことになります。なお、協力校も C-O 教材を使用し
た学習会を開催することができます。
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使用条件をご確認の上、教材に同封の送金用紙にて送金してください。
「ＣＤ５００」および「講師用資料集」は一部はC-0教材についております。追加お申込は下記
へご記入ください。C-O教材に同梱にてお送りいたします。

CD500購入申込欄

（

）部 （＠ 800円）

講師用資料集購入申込欄

（

）部 （＠ 1,000円）

茅ヶ崎方式 Class-０バックナンバー教材 使用条件書
有限会社茅ヶ崎方式英語会は、下記に明記する Class-0 バックナンバー教材
のご購入者に対して、下記の使用条件を遵守いただくことを条件として Class-0 バ
ックナンバーを販売します。Class-0 バックナンバーご購入者は下記、使用条件を
遵守することに同意するものとします。
Class-0 バックナンバー教材(以下、｢C-O 教材｣という)とは、第 1 期（2009 年
春）・第 2 期(2009 年秋）・第 3 期（2010 年春）・第 4 期(2010 年秋）・第 5 期（20
11 年春）・第 6 期(2011 年秋）・第 7 期（2012 年春）Class-0 コース教材を言いま
す。
１．C-O 教材は英語学習指導の目的で使用できます。重複使用（同時刻に使用）
しない限りにおいて、使用場所や使用期間の制限はありません。
２．英語学習指導に必要とされる限度で、その複製を作成して学習者に頒布するこ
とができます。
３．C-O 教材を英語学習指導以外の目的で使用することはできません。また、C-O
教材に変更を加えたり、その翻訳を作成することはできません。
４．購 入 金 額 支 払 い時 点 で、上 記 の１～３の使 用 条 件 に同 意 したものと致 しま
す。
以上

Ｃ０コースの特長

初歩の学習者にとり、茅ヶ崎方式はＣ１クラスでも難しすぎてついて行けないということをよく耳にし
ます。また、英語の基本構造を理解していないために、なかなか聴き取れるようにならない学習者
もいらっしゃいます。そこでこのような学習者にもインプット、アウトプットの基礎の基礎から学習し、
英語学習の基盤をつくるために設定されましたのがこのＣ０コースです。
日本語が母国語の私たちにとって、外国語である英語を学ぶのは相当の努力と時間が要求され
ます。そこで従来のニュース英語とは異なり、CLASS-0コースの学習会では、
＊ 日本人なら誰もが知っている人物を簡潔な英語で語るLISTENINGをベースに、
＊ Word Test とその説明で基本の基本500語の語彙を徹底練習し、
＊ (1期から5期) EXERCISE-1ではチャンク並べ替え、
(6期、7期) EXERCISE-Aで音声を聴いて穴埋めテスト
＊ (1期から5期) EXERCESE-2はLISTENINGに使われた和文英訳
(6期、7期) EXERCISE-Bでチャンク並び替えと和文英訳
で語順と構造の違いを理解し、身に付けるように促し、
＊ (1期から5期) EXERCISE-3では基本文法を、
＊ LISTENINGではプロのアナウンサーの正しいProsody （韻律） を聴き、
(6期、7期) EXERCISE-CでLISTENINGについてQ&A
＊ (1期から5期) EXERCISE-4で発音練習、
＊ (1期から5期) EXERCISE-5では発話練習する。
という構成になっております。
英語の何を学習したら良いかを徹底的に理解してもらえるよう構成されています。EXERCISEで耳
に慣れたフレーズもそのまま会話に使える楽しみもあります。
今まで、受験に出るからという理由だけで英語の勉強をした高校生、難しいと感じたり、つまらない
と思ったり、何故英語を勉強するのかを知らされなかった人たちに、このコースで学習して、英語
学習の基本スタンスを身につけて欲しいというのがＣ０コースの狙いです。
この教材を生かすのは工夫次第、是非、貴校でこの教材を使って独自のユニークなクラスを作っ
てみて下さい。

Ｃ－０教材アンケートからの抜粋

第 1 期を実施された准協力校・協力校より、Ｃ－０教材およびＣ－０クラスについて
下記のような感想が寄せられています。Ｃ－０学習会運営に当り、参考にしていただ
けると幸いです。
＊ 中学生、高校生、大学生、一般の学習者にとってとても馴染みやすく、かつ音
読スピード、語彙も厳選されていると思います。
＊ Exercise、チャンクの並べ替え→英作と段階をふんでうまく構成されている。
＊ シニアクラスでは今まで忘れていた文法（基礎）を再学習できることが良いと
の意見多数。
＊ 毎回人物の説明文は次回暗誦発表してもらっている。見事にやってます。
＊ 内容が楽しい。Ｃ－２の学習者も時に振り替えで出席すると、異口同音に「楽
しい、中身が濃い、文法事項の確認、英作文など為になる。
」
＊ Ｃ－１で長く勉強し、ニュースを聴いたりしてきましたが、Ｃ０は人物に関す
るリスニングをし、文法も再復習ということで勉強になる。
＊ リスニングは入門者にも理解しやすい（聴きやすい）手順で行ってゆくので丁
寧に進めることができます。
＊ 前置詞のこともよくわからない方々でしたが、5 回目あたりからわかってきたよ
うでホッとしています。
＊ Exercise ではリスニングの内容を使った英作文が多いのが有り難い、実力の確
認には英作文が最適と考えています。
＊ レッスンのトピックが歴史上の人物なので、歴史好きの学生はとても興味を持
ってレッスンに臨んでくれています。
＊ 1 つの topic について 1Unit の中のさまざまな Exercise を勉強すると、よくわ
かるように感じるとほとんどの方が言われます。
＊ 英語を勉強しながら日本や世界の偉人のことが学べてとても楽しくためになっ
たという意見が多かった。基礎を学びながらもとても楽しく学習できたとの声
も多かった。
＊ 中学の段階で英語嫌いになってしまった子でも中学とは違ったアプローチから
基礎が学べるようにできており４つの技能がバランス良く学習できるので英語
が嫌いな学生も飽きずに楽しめる内容だと思う。
＊ 「こんなに集中して勉強するのは何年ぶりだろう」と皆さん仰っています。
＊ どの教材も、皆さん何らかの知識をもっているので、興味深く取り組める、素
晴らしいものだと思います。全体として良くできた教材だと思います。

