フロンティアで５年近く勤めたGrace（グレース）先生が７月末で退職されました。
Grace 先生へ英語で書かれた結婚のお祝いとお別れの
素敵なメッセージをたくさんいただき、ありがとうございました。

グレース先生から皆さんにお預かりしたお手紙です。

Grace 先生は、普段の楽しいレッスンの他、
サマーキャンプやハロウィン、
クリスマスのイベントを盛り上げてくれた
頼もしい先生でした。
皆さんと同様に私たちスタッフも
寂しいですが、後任の講師たちが今後も
楽しいレッスンができるよう努めて

参りますので、皆さんも英語のレベルを
どんどんアップさせていきましょう！

2022年第1回
【新検見川校】
Gold

杉原 未玖斗 (小3)

Silver

伊藤 百花 (小3)

Bronze 最首 誠斗 (小3)

* 学年は受験時のものです。
【海浜幕張校】

S. M. (小5)

Gold

伊藤 向日葵 (年長)

Silver

岡本 晄河 (小4)
綿貫 光莉 (年中)

田村 莉子 (年長)

宮本 航希 (小1)

坂本 梓 (小2)

Bronze 宮坂 明莉 (小4)

T. O. (年中)

ｱｳﾘﾝﾎﾞﾙﾄﾞ･ﾎﾙﾂﾋﾞﾚｸﾞ (小2)
Y. I. (小2)

海浜幕張校の
T. O. くん (年中) が
Bronze100％を
記録しました！！

【鹿島田校】
Gold
Silver

【京成大久保校】

田所 琥珀 (小4)

鈴木 陽山 (小4)

金田 颯真 (小5)

伊藤 優彩 (小6)

関口 英志 （小3)
Gold

山崎 璃乃 (小6)

Bronze A. I. (小1)

川手 オリビア （小5） 秋山 琴羽 （小5）
岡林 蒼斗 （小6）

Silver
Bronze

王 雨萌 （小4）

A. H. （小3）

若尾 康佑 （小5）
萩原 大志 （小2）

萩原 梨央 （小2）

筒井 千穂 （小2）

M. N. （小2）

3

【おゆみ野校】
Gold

【若松幼稚園 課外レッスン】

武田 怜 (小3)

Bronze 大関 ゆい (小4)

Gold

大野 寛二 (小3)

T. Y. (小3)

A. N. (小2)
千葉 帆夏 (小3)

小倉 みり (小2)

Silver
北尾 颯真 (小3)
小杉 蒼馬 (小2)

野田 健太 (小2)

Bronze 先崎 涼音 (小1)

山本 環奈 (小1)

金子 陽波 (小2)

R. S. (小1)

【海浜幕張校】

【鹿島田校】
4級

準2級 T. A. (中3)

ﾑﾝﾌﾊﾞﾄﾊﾝｶﾞﾙ (小3)

大槻 れあ (小5)

大塚 雪那 (中2)

行木 虹七 (中2)

丹野 結月 (小4)

N. K. (小2)

小倉 結奈 (小3)

井上 創介 (小5)

3級
4級
5級

5級

長野 陽樹 (中2)

梅澤 美空 (小5)

佐々木 莉子 (小5)

楠本 栞 (小5)

萬羽 悠人 (中1)

Y. O. (小4)
【若松幼稚園 課外レッスン】

R. K. (小6)
5級
【冨士見第二幼稚園 課外レッスン】
3級

佐藤 里奈 (小6)

仁田 菜月 (小5)

大川原 碧海 (小5)

宮原 万依 (小5)

北尾 柚稀 (小6)

Y. U. （高1）

冨士見第二幼稚園で課外レッスン (週１回２５分レッスン）を受講している、
Y君 高校１年生の声を紹介します！
「私はフロンティアで４歳から英語を習い始めて１１年が経ちます。

小学校でも授業はあるし、中学校からは本格的に英語の授業も始まった
こともあり、英語が上達してきました。最近は英語の内容も聞き取れる
ようになり、英語をより身近で楽しいと感じています。 」

担当のAn Ne (アニー) 先生からのコメントです。

“Yuki has impressive understanding of English.
I am also amazed at how young he started the journey with Frontier.
His good nature and mild manners have made conversations with and teaching him
very enjoyable.”

2022年第1回

* 学年は合格時のものです。

【新検見川校】
準1級 本澤 應真 (高3)
2級

R. Y. (小6)

K. H. (高1)

K. A. (高1)

M. H. (高2)

M. I. (中3)

S. I. (中3)

T. Y. (中3)

T. R. (高1)

小谷 実咲 (中2)

A. I. (中1)

A. I. (中2)

S. Y. (小1)

S. A. (小4)

K. N. (中2)

R. S. (中2)

M. Y. (中2)

E. H. (中2)

渡部 瑛太 (小5)

松本 周 (小3)

N. K. (小2)

R. T. (小6)

C. S. (中1)

準2級
C. K. (高2)
3級

K. O. (中2)

4級

R. M. （小5)

5級

【おゆみ野校】

【京成大久保校】

3級

管家 杏菜 (一般)

5級

鈴木 帆野香 (小2)

菅原 蓮斗 (中2)

準2級

奥田 琉斗 （中3）

入山 翔太 （中3）

関口 弘晟 （小5）

3級

泉 翔大 （中3）

4級

上田 実明 （中2）

5級

髙林 さや （小6）

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。

緒方 友都 （中2）

2022年7月実施
【新検見川校】
6級
9級

【京成大久保校】
9級

福田 美蘭 (小5)
河野 芽衣紗 (小3)

藤野 真啓 (小3)

最首 誠斗 (小3)

R. O. (小4)

筒井 千穂 （小2）

新検見川校の
河野 芽衣紗 ちゃん(小3)が
漢検9級を
満点合格しました！！

新検見川校の
藤野 真啓くん (小3) が
漢検9級を
満点合格しました！！

空手 祝優勝！
新検見川校の英会話クラスの鶴岡 洋太くん (小4) が
極真カラテの千葉県北支部内型試合と組手で準優勝を
収めました！鶴岡 秀太くん (小2) は極真カラテの
2022年度千葉県少年大会、小学2年生橙帯以下の部で
優勝を果たし、9月の東日本大会と11月の国際親善大会に
出場するそうです！おめでとうございます。

バレーボール部 祝優勝！
京成大久保校で英会話と文法のレッスンを受講している、泉 翔大くん （中3）が
令和4年度習志野市中学校総合体育大会・バレーボールの部で
習志野市立第二中学校の選手として優勝を飾りました！
更に、男子ベスト６の選手として表彰されました。おめでとうございます。
写真や詳細は朝日新聞社の「ならしの朝日」９月号に掲載されています。

* 学年は合格時のものです。
【海浜幕張校】
10級

坂本 梓 （小2）

コンビニ英会話

Useful Expressions No 20

今回は‘may’と‘must’の大事な使い方を学びましょう。
‘may’には、“May I～”のように、「～してもいい。」という意味がありますが、
もうひとつ重要な意味があります。
それは、「～かもしれない」という意味です。 「彼は彼女の恋人かもしれない。」のように、
現在のことを言う時の「かもしれない。」は、「may 原形」を使います。
だから、上の文なら、“He may be her boyfriend.” となります。
しかし、「彼は昔、彼女の恋人だったのかもしれない。」のように、過去のことを言う時の
「だったかもしれない。」は、「may have 過去分詞」を使います。
だから上の文なら “He may have been her boyfriend before.” となります。
同じように、「must 原形」は「～にちがいない。」という現在の意味で、
「must have 過去分詞」は「～だったにちがいない。」という過去の意味になります。
このことに注意して下の日本語を英語にしてみましょう！
1. 彼女は今疲れているかもしれない。
2. 彼女は今朝早起きしたので、今眠いに違いない。
3. 彼は昨日博多に泊まったのかもしれない。
4. 彼は昨日彼女に会ったに違いない。
どうですか？できましたか？答えは次のようになります。
1. She may be tired now.
2. She got up early this morning so she must be sleepy now.
3. He may have stayed in Hakata yesterday.
4. He must have met her yesterday.
では See you next time!

information
◆

ハロウィンパレード １０月３０日（日）
海浜幕張校がある幕張ベイタウンでフロンティア恒例のハロウィンパレードを行います！
参加方法は各スクールのフロントやホームページ、facebookでお知らせをします。
可愛くて、こわ～い仮装をした皆さんと会えるのを楽しみにしています！

