2018年第3回

information

【新検見川校】

◆ 奨励賞を受賞！
日本英語検定協会主催 実用英語技能検定の平成30年度成績優秀団体選考委員会で奨励賞を
受賞しました。前年度も皆様にご協力をいただき、英検を準会場として無事に実施することができました。

4級

牧 碧美 (小6)

宮本 みゆう (中1)

鈴木 蒼太 (小5)

藤澤 みな (小5)

井田 美一人 (小2)

永井 佳蓮 (小5)

5級

3級

太田 光星 (中3)

上栁 結子 (中2)

準2級 椿 雄悟 (中2)

M. K. (中2)

5級

4級

久保 凛乃 (中1)

5級

佐々木 周 (小5)

津澤 希美 (小5)

準2級 長岡 知

今年のサマーキャンプが7月26日（金）に決定しました！
行先は千葉県内です。詳細が決まりましたらまたお知らせをします。

3級

長岡 航 (中1)

濱野 歩真 (小6)

井田 美一人 くんが、

5級

小田島 昊成 (小5)

鈴木 愛莉 (小6)

英検5級 満点合格

◆ 夏の留学 ・ ホームステイ受付中

漢検9級 満点合格

濱野 晃真 (小4)

まだ受付中の夏のホームステイや留学があります！詳細についてはお気軽にフロントへお尋ねください。
アメリカ

フィリピン

韓国

グアム

シラン

英語村

対象年齢

4歳-18歳

高校・大学生・社会人

小3-中3

期間

8/14-8/24

申込締切

6月末

① 8/7-8/21 又は

① 8/11-8/16 又は

② 8/21-9/4

② 8/18-8/23

①6/7 ②6/21

6月末

去年の10月30日から11月5日までカナダでホームステイをしました。
私は子供のころから英語を習っているので、初めてのホームステイでも毎日英語で過ごすことに不安は無く、とても
楽しみでした。ホストファミリーはダリルさんとジャネットさんの夫婦で、ダリルさんがギターを弾いてくれたり、一緒に
映画を観て、映画の話をたくさんしてくれました。二人は明るくてやさしくて、私も元気な性格なので楽しく生活をする
ことができました。
友達のホストファミリーはベジタリアンだったり、スーパーでは買ったものを詰める台が無かったり、電車では自動
運転なので扉に挟まれる人を見たり、細かい生活の違いがたくさんありました。
語学学校に行く途中で道に迷って通りすがりの人に道を教えてもらった時は、普段習っている英語でコミュニケー
ションがとれて、習ってきた英語が正しかったことがわかって嬉しかったです。
一緒にホームステイをしていた友達の具合が悪くなってしまった時は、自分しか友達の状態を伝えられる人がいな
かったので、ホストマザーに英語で一生懸命伝えました。なんとか引率の先生に連絡を取ってもらい、病院へ連れて
行ってもらえましたが、「彼女は気持ちが悪い」 “She feels nauseous.” がどうしても伝えられなくてGoogle翻訳に
頼ってしまいました。
ホストファミリーや学校の先生はとても親切で、わからない時はゆっくりわかるように話してくれていたので、次は
ネイティブの人たちの話のスピードについていけるようにもっと勉強をするつもりです。
言いたいことが通じないこともあったので発音ももっと直したいです。

を記録しました！

清水 遥菜 (小6)

【新検見川校】

【海浜幕張校】

井田 美一人 (小2)

Y. I. (小3)

Silver

奥田 あさひ (小2)

杉原 未莉 (小2)

Bronze

Y. T. (小1)

落合 莉子 (小4)

【鹿島田校】
Gold
Silver

Bronze

水野 遥翔 (小3)

島田 恵里花 (小3)

鈴木 夏歩 (小4)

塚田 明日香 (小3)

冨田 悠愛 (小4)

Y. K. (小3)

川田 脩真 (小2)

鈴木 芙実 (小2)

A. K. (小3)

K. Y. (小2)

東 優翔 (小3)

Silver

吉田 奈美 (小2)

Gold

今川 幸太郎 (小4)

Silver

今川 健次郎 (小2)

柴田 悠菜 (小4)
【若松幼稚園 課外レッスン】
竹内 梅果 (小1)

Silver

Bronze

【京成大久保校】

Gold

Gold

【冨士見幼稚園 課外レッスン】

足達 愛 (小5)

古橋 皐祐 (小3)

大西 悠仁 (小3)

佐野 晃太郎 (小3)

並木 結菜 (小3)
N. Y. (小3)
仁田 菜月 (小1)
小倉 れあ (小1)

吉本 翔 (年長)
Silver
Bronze

黒田 真弘 (小5)

内田 晶大 (小5)

川手 オリビア (小1) 藤本 翔真 (小2)
佐野 瑠々 (小2)

M.H (小4)

次回の英検・児童英検・漢検の日程は

このような貴重な体験をさせてくれた両親や先生方に感謝しています。

* 学年は受験時のものです。

2018年第3回

Gold

いつもフロンティアのイベントをボランティアとしてサポートしてくれている Akariさん（高2）
がカナダに1週間ホームステイをしました。感想文をもらいましたのでご紹介します。

英検Jr Gold 正答率100%

【若松幼稚園 課外レッスン】
4級

場所

2級

準2級 田川 実穂 (中1)

鈴木 藍那 (中2)

【海浜幕張校】

◆ サマーキャンプ 2019

【京成大久保校】

【鹿島田校】

3級

本年度も生徒さんたちの英語力向上に向けて取り組んで参りますので宜しくお願い致します。

* 学年は合格時のものです。

各校にお問い合わせください。

鈴木 芙実ちゃんが、
英検Jr Bronze 正答率100%
を記録しました！

コンビニ英会話
Useful Expressions No 12

今回のフレーズは " What's ～like?"です。
ここで使う"like"は、動詞の「～が好き」ではなく、前置詞の「～のような」という意味です。
What's ～like? の「～」の部分に名詞を入れると、「～はどのようなものですか？」という意味になります。

2019年1月実施
【京成大久保校】

【新検見川校】

9級

準2級 S. M. (高3)

それを当てはめてみると、次のようになります。

5級

牧 碧美 (小6)

6級

藤澤 みな (小5)

K. S. (小5)

7級

中島 瑠璃奈 (小4)

松浦 龍惺 (小5)

T. A. (小5)

張本 孝信 (小4)

鈴木 絢女 (小2)

藤山 紗羽 (小2)

小池 花蓮 (小2)

井田 美一人 (小2)

9級

10級

金原 幸四朗 (小2 )

金原 幸四朗くんが、
漢検 9級 満点合格
をしました！

* 学年は合格時のものです。

* 学年は皆勤賞取得時のものです。

【京成大久保校】
牧 碧美 (小6)

小枝 史佳 (小2)

馬場 暁夢 (小1)

髙林 さや (小2)

中島 瑠理奈 (小4)

植田 光 (小5)

岳井 愛乃 (小6)

津澤 希美 (小5)

小枝 千鶴 (小4)

張本 孝信 (小4)

渡辺 桃菜 (小5)

佐藤 寿々菜 (小6)

田中 悠希 (小2)

山口 ここみ (小6)

鈴木 絢女 (小2)

奥田 あさひ (小2)

佐野 瑠々 (小2)

綾垣 奏音 (小3)

内田 景大 (小3)

落合 莉子 (小4)

井田 美一人 (小2)

大西 悠仁 (小3)

古橋 皐祐 (小3)

黒田 真弘 (小5)

飯島 悠斗 (小5)

矢柴 秀吾 (小5)

M. S. (小5)

A. S. (小6)

H. Y. (小6)

A. Y. (小3)

妹尾 春臣 (小2)
井関 北斗 (小5)

小原 茜 (小2)

上の１～４までは、それぞれ、「お父さん」「アパート」「新しい学校」「それ」はどんなものですか？
というように、「～」に入る部分に名詞を入れましたが、「～すること」という言い方を「～」の中に
入れることもできます。その場合は下のような言い方を使えると簡単に言えます。
「～すること」「～であること」はどういうものなんですか？

神永 涼太 (小2)

【おゆみ野校】

What does it taste like?

というように使えます。
2018年10月～2019年3月まで休まずがんばりました☆

小池 花蓮 (小2)

What's your father like?
What's your apartment like?
What's your new school like?

となります。それの応用で、
４．「それはどんな味ですか？」

伊藤 千紗 (小1)

【新検見川校】

１．「あなたのお父さんはどんな人ですか？」
２．「あなたのアパートはどんなアパートですか？」
３．「あなたの新しい学校はどんな学校ですか？」

What is it like to動詞の原形？

例えば、
５．「ひとり暮らしをするってどんなものなんですか？」
６．「エンジニアをしているってどんな感じですか？」

What is it like to live alone?
What is it like to be an engineer?
ではSee you next time!

となります。

◆ ロボット教室 体験授業参加受付中！！

【鹿島田校】
島田 恵里花 (小3)

鈴木 芙実 (小2)

鈴木 夏歩 (小4)

塚田 明日香 (小3)

川田 脩真 (小2)

冨田 悠愛 (小4)

柴田 悠菜 (小4)

鈴木 陽山 (年長)

Y. K. (小3)

【海浜幕張校】
井上 創介 (小1)

坂本 愛莉 (小4)

魚井 楓月 (小3)

島添 えま (小6)

佐々木 悠翔 (小1)

ロボット教室ではお子様が試行錯誤しながらロボットを作ります。失敗や成功を繰り返すことでお子様の達成感や
自信、課題の解決能力や発想したことを実現する力が鍛えられます。動力のしくみやてこ、摩擦などを学習し、
理科・算数の興味も引き出していきます。実際にロボットを作る楽しさを体験してみませんか？
日程：
場所：

６/１４（金）・６/２８（金）各日１６：３０～１７：３０
フロンティア外語学院おゆみ野校 （ＪＲ鎌取駅徒歩５分）

体験授業のお申込み： ヒューマンアカデミー ロボット教室 （ヒューマンキッズ事務局）
☎ ０１２０－９４８－５１４ （フリーコール） 平日１０：００－１８：００

◆ その他のお知らせ
ホームページやフェイスブックでイベントやキャンペーンのお知らせ、普段のレッスンの様子等も掲載しています。
フェイスブックはホームページでもご覧いただけます。
バーコードリーダーをお持ちの方は下記のＱＲコードをご利用ください。
フロンティア外語学院

検索

https://www.frontier-english.jp/

ホームページ

フェイスブック

