春爛漫の季節、ご入園 ・ ご入学おめでとうございます。
保護者の皆様のお喜びもひとしおの事と存じます。
健康に留意され、輝かしい未来に向けてますます英語に磨きをかけて
それぞれの夢に向けての一歩を踏み出されたことを心よりお祝い申し上げます。

千葉市立稲毛高等学校附属中学校

千葉県立国府台高等学校

東京バイオテクノロジー専門学校

慶應義塾湘南藤沢中等部

千葉県立千葉東高等学校

早稲田大学

日本大学第一中学校

千葉県立薬円台高等学校

東京歯科大学短期大学

千葉県立柏井高等学校

和洋女子大学

秀明八千代高等学校

明治大学

昭和学院秀英高等学校
国府台女子学院高等部
中央自動車大学校高等課程

幼稚園課外レッスン

フロンティアを卒業される生徒さんから
メッセージをいただきました。

の

鹿島田校
鹿島田校の石黒さい子先生が2022年3月31日を
持ちまして退職されました。
石黒先生は1999年から鹿島田校で多くの生徒さん
に英語を楽しく確実に学べるよう優しく時には厳しく
教えていただきました。23年間に巣立って行った
生徒さんは数はかり知れません。
先生、誠にありがとうございました。
しょうこさん↑

↑石黒先生

↑みゆきさん

先生のご健康とご多幸を心よりお祈りしております。

コンビニ英会話

Useful Expressions No 19

「英語で言いたいのに、単語がわからない…。」 ということは誰もが経験することですよね。
今回はこの対処法を学習しましょう！
たとえば、“How are you today? ” と聞かれて、「二日酔いなんです。」 と言いたかったとします。
「二日酔いってなんて言うんだっけ？」 と考えると、もう言えなくなってしまいます。
そんな時は、小さい子供に 「お姉ちゃん、二日酔いってどういう意味？」 と聞かれたら、
「前の晩飲みすぎて具合が悪くなることよ。」 とたぶん教えてあげますよね？さあ、もうおわかりですか？
わからない言葉をもっと簡単な日本語に変えてそれを英語にしてみると多くの場合、
意味が相手に伝わるはずです。
だから会話をしている最中では、「二日酔いなんだ。」＝「前の晩飲みすぎて具合が悪い。」と考え、
“Well, I drank too much last night so I feel sick now. ” と言ってその場を乗り切りましょう。
そして後から 「二日酔い」 を辞書で調べてみて、
「ふーん。二日酔いって “I have a hangover.” と言うんだ。今度から使ってみようっと！」
というような流れを身につけたらいかがでしょうか？
わからない単語をすぐに辞書で調べる癖がつくと、辞書なしでは話せなくなってしまうので、
なるべく他の言い方で言えないかを考えてみましょう。ではまた！

Dash ダッシュ君→

◆

ワンダーコードコース

新検見川校 ・ 海浜幕張校でいよいよ始まりました。
このコースを担当する先生は、皆様お馴染みのIVY先生です。
シリコンバレー生まれのロボット「Dash」君を実際に
動かしながらプログラミングの基礎を英語で学びます。
初めて英会話を学ぶ方も英語圏の外国籍のお子様も、

クラスが英会話力で分かれているので安心して楽しく
学べます。ぜひ一度お気軽に体験教室にお越しください。
お問合せ： ☎ ０４３－２７２－００４３

担当： 玉田

オプショナルレッスン頑張りました！
【海浜幕張校】

秋山 修李 （小2）

越前 樹 （小2）

ホルツビレグ （小1）

大越 みのり （小1）

坂本 さくら（小3）

* 学年は受験時のものです。

2021年第3回
【新検見川校】

【海浜幕張校】

Gold

伊東 匠登 (小4)

Silver

藤野 真啓 (小2)

羽場 吏玖 (小2)

丸山 立翔 (小1)

白水 善 (年長)

中井 小百合 (小3)

藤野 優利 (年長)

Bronze

【鹿島田校】

Gold

楠本 栞 （小4）

鈴木 咲希 （小4）

拝島 優希音 (小4）

渡辺 明希帆 （小4）

相原 大河 （小5）
Y. O. (小4)

Bronze 渡邊 大智 （小4）

田畑 将吾 (小3)

小倉 結奈 (小2)

伊藤 向日葵 (年中)

田畑 奈瑠海 (小5)

斎藤 晃 (小3)

【おゆみ野校】
Bronze 清水 駿 (小3)
【若松幼稚園 課外レッスン】
Silver

K. Y. (小5）
Silver

Gold

坂本 光 (小3)

奥田 明莉 （小5）

香取 結斗 (小2）

H. K. (小3)

2021年第3回

* 学年は合格時のものです。

【新検見川校】
2級

K. M. (小3)

H. M. (中2)

S. K. (小3)

A. K. (高1)

M. S. (中2)

T. S. (中1)

準2級 R.T. (中2)

R. T. (高1)

M. T. (高1)

T. N. (中2)

N. H. (中3)

R. H. (中2)

M. W. (中2)

H. A. (中2)

R. A. (小6)

K. K. (小2)

G. S. (中2)

Y. S. (中1)

Y. S. (中2)

T. N. (中2)

S. F. (中1)

H. H. (中2)

S. R. (中1)

M. W. (中1)

市川 詩桜 (小6)

小谷 実咲 (中1)

張本 孝信 (中1)

萬雲 皇成 (小5)

A. A. (中1)

A. S. (中2)

W. T. (中1)

M. W. (小4)

伊藤 光希 (小4)

多田 彩音 (小3)

R. H. (小3)

R. M. (小5)

S. A. (小3)

E. E. (年長)

R. E. (中2)

S. O. (小4)

H. T. (小5)

Y. M. (小3)

Y. M. (小6)

3級

4級

5級

【海浜幕張校】
2級

【京成大久保校】
2級

田端 彩乃 （高1）

準2級 Y. S. （中2）

4級

5級

準2級

入山 翔太 （中2）

津澤 希美 （中2）

椿 岳大 （中2）

大槻 れあ (小4)

M. W. (中1)

S. N. (中1)

C. N. (中1)

3級

黒田 真弘（中2）

清岡 拓馬（中2）

A. O. (中1)

K. N. (小3)

4級

清岡 優芽 (小6)

大西 悠仁 (小6)

坂本 さくら (小3)

丹野 結月 (小3)

5級

村杉 知香 (小6)

佐野 瑠々 (小5)

【若松幼稚園 課外レッスン】
4級

椿 雄悟 （高2）

並木 結菜 (小6）
N. K. (小6）

2021年第2回
石川 悠莉 (小5）

【京成大久保校】
2級

綾垣 心央 (中3)

【鹿島田校】
4級

次回の英検・児童英検・漢検の日程は各校にお問い合わせください。

Y. S. (中1)

漢字検定： 2022年7月2日（土）
英語だけでなく漢字も出来まーす！！

申込締切： 5月30日（月）

2022年1月実施
【新検見川校】

6級

* 学年は合格時のものです。

【おゆみ野校】

礒部 悠太 (小5)

内川 礼夏 (小5)

2級

武田 秀暁 (一般)

伊藤 光希 (小4)

R. M. (小4)

7級

管家 慶人 (小3)

8級

管家 慶人 (小3)

K. T. (小6)
7級

新検見川校

伊藤 千紗 (小4)

伊東 匠登 (小4)

8級

福岡 樹輝 (小3)

伊藤 百花 (小2)

9級

神永 遙真 (小2)

羽場 吏玖 (小2)

10級

鶴岡 秀太 (小1)

新検見川校の
羽場吏玖くん（小2) が
満点合格をしました！

武田 怜 (小2)
9級
10級

H. K. (小3)
鈴木 帆野香 (小1)

武田秀暁さん(一般)と
武田怜くん（小2）は
家族賞を受賞！

information
◆

おゆみ野校

ヒューマンアカデミーロボット教室

無料体験レッスン随時受付中！
子どものために考えぬかれたオリジナル教材で
子どもたちは夢中でロボット作りに取り組んでいます！

フロンティア外語学院おゆみ野校内 鎌取南駅教室
金曜日１６：３０～１８：００ 月２回
お問合せ： おゆみ野校 ☎ ０４３-３１２-３３７６

担当： 玉田

フロンティア３０周年キャンペーン
６月２１日で終了！
お得なプランをご用意してます。
ご家族 ・ お友達もご一緒に
フロンティアで学びませんか♪

おゆみ野校

海浜幕張校

２歳～３歳コース

月

１０：００～

１歳～２歳コース

金

１１：００～

年少～年中コース

月・水

年長～小２

月・火・水

小３～小６

月・火・水・金

未就学児コース

火

午前・夕方

水

午前

土

午前・夕方

火・水・木・金・土

レベル別

火・水・木・土

午前・夕方・夜

小学生コース
中学生コース
高校生・一般

