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 	  If you don’t practice you don’t to win. Andre Agassi 練習しなければ勝つ資格はない。  

★88 月 2200 日（土）44ppmm 	 ~~留学報告会 	 ((無料)) 	 留学してみたい人是非お越し下

さい。 	 

アメリカ・サンディエゴに語学留学（11 ヵ月）し帰国された伊藤さんのお話しを聞く会です。 	 

★88 月 2200 日（土）66ｐｍ�外国人講師とカラオケ 	 場所：原宿 	 カラオケ館 	 費

用：実費 	 

英語の歌をカッコ良く唄うために外国人講師と練習しませんか？ 	 

★88 月 2277 日（土） 	 外国人講師と行くはとバスツアー群馬・大泉町 	 

日帰りでブラジル体験！シュラスコ食べ放題 	 費用：99448800 円 	 
新宿駅西口 	 ((88::2200 発)) 	 大泉野菜工房 	 ((レタス栽培工場の見学、試食、レタス１個お土産付)) 	 レストランロディオ

グリル 	 ((数種類のお肉をその場で切り分け！ブラジル名物シュラスコ食べ放題の昼食、ポルトガル語講座も！)) 	 

リオトーキョー・スーパータカラ 	 ((ブラジル製品がいっぱいのスーパーでショッピング、ブラジル衣装で記念撮

影も♪)) 	 ビルミルク 	 ((ブラジリアンチーズ工場の見学、試食、♪)) 	 ブラジルフットサルセンター 	 ((ブラジル人が

運営するフットサル場の見学)) 	 ブルーベリー狩り 	 ≪ 	 または 	 ≫ 	 巨峰狩り 	 ((11 房、試食付)) 	 新宿駅 	 ((1188::3300 着予定)) 	 

★毎週日曜日 1111 時�11 時 	 “やり直しの中学英文法クラス” 	 ひたすら 55 文型 	 
一日でも早く英語が話したかったら英語の文章の組立てを学びましょう！ 	 リピーター受講大歓迎！ 	 

英語を英語で考えるより（それには最低でも 55 年はかかる）日本語を素早く英語並びにして口から出す方が

早い。 	 

★英語で日記添削コース      英語で考える習慣をつける。10,000 円（10 回） 	 
話したい事は沢山あるのに、文の組み立てがめちゃくちゃ、なんてことありませんか？ 	 

昔から書くは覚えると言います。“書くこと”で英語は鍛えられます。 	 

＜システムの流れ＞申し込み 	 → 	 日記を書く 	 → 	 レッドウッドにメール又は提出 	 → 	 外国人講師が添削し

て返却 	 

●イベントクラス参加申し込みレッスンのお休み振替は事前連絡をお願いします。振替レッスン＝文法レッスン無料・会話レ
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