2019年第1回

information

【新検見川校】

【京成大久保校】

準2級 浅野 夏未 (中3)

◆ ハロウィンパレード 2019
今年のハロウィンパレードは10月27日（日）です！

* 学年は合格時のものです。

森川 智之 (中3)

【鹿島田校】

3級

遠藤 叶望 (中2)

H.K. (中3)

4級

Y.B. (小5)

Y.K. (中2)

5級

矢柴 秀吾 (小6)

飯塚 大耀 (小5)

海浜幕張校のある幕張ベイタウンでフロンティアの先生や仲間たちと一緒に仮装をしてTrick or Treatをします。

2級

安藤 史織 (高3)

ご家族やお友達も誘って楽しみましょう！お申込みは各校フロントでお手続きください。

3級

久保 凛乃 (中2)

4級

鈴木 那菜 (小6)

大澤 礼弥 (小3)

2級

大塚 秋音 (中3)

5級

澤渡 彩乃 (小5)

田中 結奈 (小5)

5級

島添 えま (中1)

日時：

2019年10月27日 (日) １０：００～１１：３０

場所：

フロンティア外語学院 海浜幕張校 集合 千葉市美浜区打瀬2-9パティオス16番街1F

参加費：

600円 (外税)

受付締切：

10月18日（金）定員になり次第締め切ります。

M. K. (中3)
【海浜幕張校】
野田 和花 (高1)

◆ English 4 skills ～自主学習アプリ～
11月から自主学習アプリのEnglish 4 skillsを導入します。これからの時代に本当に必要な英語力を身につける
ために、「話す」「書く」「読む」「聞く」の4技能をスマホ・タブレット・パソコンでいつでもどこでもオンラインでトレー
ニングできるようになります。レッスン中はもちろん、スキマ時間を使って継続して学習できるので効率的です。
フロンティアの生徒さんのみご利用可能ですが、自分のレベルに合わせて進められるので小学生から大人まで
どなたでもご利用いただけます。料金や活用方法等、お気軽にお問い合わせください。

* 学年は受験時のものです。

2019年第1回
【新検見川校】
Gold
Silver

【若松幼稚園 課外レッスン】

藤山 紗羽 (小3)

市川 詩桜 (小4)

元宮 貫太 (小4)

松浦 龍惺 (小6)

小池 花蓮 (小3)

萬雲 皇成 (小4)

城間 愛 (小3)

神永 涼汰 (小3)

Silver

大川原 碧海 (小2)
仁田 菜月 (小2)

Bronze 伊藤 千紗 (小2)

コンビニ英会話
Useful Expressions No 13

【おゆみ野校】

今回は下の二つを学習しましょう。
① May I ～？

～してもいいですか？

② Shall I ～？

～しましょうか？（私があなたのために）

Gold

鈴田 龍之介 (小6)

大塚 咲英 (小6)

Silver

平岡 葵 (小3)

渡辺 二葉 (小6)

中西 梨緒 (小4)

① “May I ～？” は 「～してもいいですか？」 というときに使う丁寧な言い回しです。
「いいですよ。」 と答える時は “Sure. ” “Why not? ” “Go ahead.” がよく使われます。
「だめです。」 と言いたい時は直接的に “No” というよりは、“Sorry. ” と言ってその理由を言ってみましょう。
（例）

A： May I open the window?

窓を開けてもいいですか？

B： Why not?

どうぞ。

A： May I open the window?

窓を開けてもいいですか？

B： Sorry. I feel cold.

ごめんなさい。寒いんです。

② “Shall I ～？” は 「（私があなたのために）～しましょうか？」 という時に使います。
* 学年は合格時のものです。

肯定的に答える場合は “Yes, please. ” “That's very kind of you.” がよく使われます。

2019年7月実施

否定的に答えるときは、“No thanks. ”と答えましょう。
（例）

A： Shall I buy something for you at the convenience store? コンビニで何か買ってきましょうか？
B： Yes, please. I want some bread.

お願いします。 パンをいいですか？

【新検見川校】

【京成大久保校】
10級

準2級 H. N. (中3)

A： Shall I give you some more beer? ビールもう少しあげましょうか？

6級

藤山 大輝 (小6)

B： No thanks. I've had enough.

8級

神永 涼汰 (小3)

鈴木 絢女 (小3)

9級

奥田 あさひ (小3)

城間 愛 (小3)

結構です。もう十分いただきました。
いかがでしたか？ ではSee you next time!

吉本 翔 (小1)

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。

サマーキャンプ 2019. 7. 26
7月26日（金） フルーツ街道夢農場でブルーベリー狩りと東京ドイツ村へ行ってきました。
今年は梅雨が長くて天気が心配でしたが、スタッフを含め、ブルーベリー狩りは初めてという
生徒さんも多く、無事に収穫体験ができてよかったです。

Ivy 先生からのレポート
This year’s summer camp was so much fun! We went to a blueberry
farm and German village, did new and exciting English games as
well! It was awesome!

バスの中では先生たちがキャンプでの注意事項を英語で説明をして、
キャンプ中に使用する単語やフレーズも練習します。
習った単語を見つけたら先生に自分の名前カードに✓をしてもらって
ハンカチ落としゲームやだるまさんが転んだ等の

Ricky 先生からのレポート

定番のゲームももちろん、duck duck goose や

We were able to eat many delicious types of blueberries from Brightwell (my favorite), Nobilis and
others. There were 15 different kinds to choose from.
After the blueberry farm, we went to German Village where we played many games like passport,
limbo, duck duck goose and a big water fight to end the day.
This summer camp was a lot of fun. I look forward to where we will go next year!

今年は事前にオリジナルのパスポートをあらかじめ準備して
各国の入国管理官になりきった先生と入国ゲームをしました。
名前や年齢、好きな食べ物など、先生の質問に答えられると
入国シールがもらえます。

開会式では新検見川校のMinaちゃん、Renaちゃんが、
閉会式では鹿島田校のYuaちゃん、Yunaちゃんが
英語で素晴らしいスピーチをしてくれました。
今年も楽しい英語キャンプになりました。

