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９月のお知らせ
9/16(土) サタデーレッスン
17（日）スピーチコンテスト本大会
23(土) 休校日
30（土）サタデーレッスン
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スピーチコンテスト
結果速報!!
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9月3日（日）にＷｉｎＢｅ武蔵小杉校にてスピーチコンテストの地区大会が行
われました！今回も沢山の生徒さんたちが夏休みの間に一生懸命先生たち
と練習を重ね、本番へ挑みました★その結果、なんと大森校から3名の本大
会出場者が選ばれました!! おめでとうございます！
地区大会に出場した皆さん、とても素晴らしい発表でした！本大会へ出場す
る皆さんも、本番へ向けてさらにレベルアップを目指しましょう：）

～検定実施のご案内～
第2回英検・児童英検は下記日程にて実施します。
英検実施日
：10月7・8日（土・日）
場所：スクールIE大森校、川崎西口校 等
英検Jr.実施日 ：11月4日（土）
場所：WinBe大森校 （児童英検申込書を同封しております。ご確認ください。）

★Spelling Bee★
10月24日（火）～28日(土）は秋のスペリングビー教室大会です！
レッスンで教わったフォニックスのルールを思い出しながら、先生の
10/３(火)より1週間、毎年恒例のハロウィンイベント週 発音する単語のスペルアウトをしましょう！教室大会にて優秀な成
間となっております。いつものレッスンがハロウィンレッス 績を収められた生徒さんは、11月12日（日）に地区大会へ出場し
ンとなります！ハロウィンにはかかせない仮装とハロウィ て頂きます！更にそこで上位に選ばれると、26日（日）の全国大会
へ出場となります!!
ンゲームを通して、異文化体験！

このレッスンにはお友達・ご兄妹等の参加も大歓迎で
★サタデーレッスンのご案内★
す!!
更に、ご参加いただいた外部生には、通常レッスン２回 今回のサタデーレッスンは英検！本番へ向けて最終確認をしましょう：）
① ５、４級対策
プレゼント！是非ご参加お待ちしています：）
【日程】 9月16日、30日、10月7日 【時間】 14:45～16:00
② ３、準２級対策
【日程】 9月16日、30日、10月7日 【時間】 16：50～17:50

Jack's NEWS

Sherine's NEWS

Hello everybody,
I hope you've continued to enjoy the hot and humid
weather. The summer holidays are now over. It went
really fast. I've heard from many of you about the fun
and exciting places you have been during the holidays.
I'm happy that you could all find some time to relax and
enjoy yourselves.
Well done to all of those that did the test recently. I am
genuinely proud of all of you. You did so well. The proof
is plain to see by your results.
I spent my summer holidays with my parents. It was
their first time to come to Japan let alone Asia. They
loved it here in Japan. They thought it was really hot but
they really enjoyed the culture, history and daily life. I
took them all around Tokyo as well as Kamakura and
Enoshima. They already want to come back. They said
next time they come they want to go to different parts
of Japan.
Halloween is soon so make sure you pick out your
costume!

Hello everybody,
I hope you all enjoyed your "Obon" vacation a lot!! Even
though it was crowded everywhere, I still enjoyed my holiday
very much. I went to Asakusa for the first time to see the
famous "Toro Nagashi" lantern festival, where so many people
go to light a candle in honor of their ancestors. It felt so
special to be there. I also went to "Tokyo Skytree" and
enjoyed the beautiful view of Tokyo city, it was breathtaking!!
I also managed to go to Yokohama one day where there was a
"Pikatchu " festival and there were dancing and singing and
marching pikatchus everywhere!! Hahaha, it was such a fun
day!!
I already heard so much enjoyable stories from all of you so I
wanted to share some of mine! :) I hope you can enjoy the
rest of the summer with high spirits and happy hearts even
though the weather is quite hot these days! Always wear
sunblock! :)

皆さんこんにちは！
引き続き、蒸し暑い日々を楽しんでいるでしょうか？夏休みがあっ
と言う間に終わってしまいました！沢山の生徒さんから、楽しくてワ
クワクするような夏休みのお話を聞きました!! 皆さんがリラックスし
て楽しい時間を過ごせたことを聞けて、私も嬉しいです!!
先日テストを受けた皆さん、よく頑張りました！皆さんを心から誇り
に思います！とてもよく出来ました!! 結果を見れば一目瞭然です。
私は両親と夏休みを過ごしました。今回が2人にとって初めての日
本、そして初めてのアジア大陸への旅でした！日本をとても気に
入ってくれました。本当に暑がっていましたが、日本の文化、歴史、
そして日常生活を楽しんでいました。東京、それから鎌倉と江の島
を案内しました。日本にまた戻って来たいようで、次回は日本の違
う場所にも行ってみたい！と言っていました。
もうすぐハロウィーンです！是非コスチューム選びをしましょう!!

こんにちは！
皆さん、お盆休みは楽しく過ごせたでしょうか？どこへ行っても混み合って
いましたが、それでも休日を楽しむことが出来ました。私は初めて浅草へ
行き、有名な「灯篭流し」という人々がロウソクを灯してご先祖様に敬意を
払う提灯のお祭りを見ました。そこではとても特別な気持ちになりました！
それから東京スカイツリーへ行き、東京の街の景色を楽しみました。息を
のむような美しい景色でした!! また、ある日は横浜へ行き、そこではピカ
チュウのイベントが行われていました！踊ったり歌ったり、行進するピカ
チュウ達があちこちにいました!!（笑）とても楽しい1日でした！
皆さんの楽しかった思い出をもう教えてもらっていたので、私の思い出も
皆さんと共有したいと思いました：）まだ暑い日が続きますが、残暑を元気
に、そしてハッピーな気持ちで過ごしましょう！日焼け止めを忘れずに：）

Jack's Newsのチェックポイント
*
*
*
*

be over - ～が終わる
* genuinely - 純粋に
result - 結果、成果
let alone ～ - ～は言うまでもなく
daily life - 日常生活

Sherine's Newsのチェックポイント
*
*
*
*

crowded - 混雑した
* lantern - 提灯、ランタン
ancestors - 先祖
breathtaking - 息をのむような、驚くような
spirit - 気分、心持ち

