
information 

◆ 2020年 春の留学受付中！ 

＜発企画！台湾サバイバル英語キャンプ＞ 
 

 

台湾の第2都市台中市で現地の私立高校と協力し、日台の小中高生が一緒に活動しながら英語を実践する 

プログラムです。双方の生徒にとって、英語を学ぶ機会は多きですが、実際に使う機会は少ないのが 

英語教育上大きい共通の課題です。このプログラムは、各種アクティビティだけでなく、宿泊、食事などを 

含めて、言葉通り24時間生活を一緒にしながら英語を道具として使っていただきます。 

英語力が不足していても知っている単語や文章を使って必死にコミュニケーションを図ることは、 

英語を学習する意味で非常に貴重な経験になります。 

 

本プログラムで得られることは、 

1. 英語が欧米圏の言葉ではなく、アジアの中でも必須の言語であることを実感する。 

2. 英語力の不足を痛感し、帰国後の英語学習意欲が向上する。 

3. 海外に友人を持つことによって、広い国際感覚を身につけることができる。 

4. PA（プロジェクトアドベンチャー）に参加し、グループでの課題解決能力が向上する。 

5. 共にボランティア活動にも参加し、日本と台湾の深い絆が結べる。 

 

＜グアムの現地校が体験できる英語キャンプ＞ 
 

 

毎年、幼児から高校生までが参加している人気プログラムです。現在、現地の正規学校に短期留学できる学

校が少なくなっていますが、St. Paul Christian Schoolは昔から日本の生徒を多く受け入れています。短期とは

いっても、正規のアメリカ学校に入学して現地の生徒と一緒に終日授業を受けるので本格的なものです。 

現地の英語学校での英会話の授業もセットになっています。 

 

＜ホームステイが体験できるオーストラリア英語キャンプ＞ 
 

 

オーストラリアのケアンズでホームステイをしながら英語研修と世界自然遺産を観光するプログラムです。 

中学生以上が対象ですが、１人で海外に飛び出す貴重な体験になります。 

詳細は各校フロントにお気軽にお問い合わせください。 

対象年齢： 小学生～高校生   日程： 3月29日～4月4日 申込締切日： 2020年1月末 

対象年齢： 4歳～18歳   日程： 3月25日～4月4日 申込締切日： 2020年1月末 

対象年齢： 12歳～17歳   日程： 3月28日～4月4日 申込締切日： 2020年1月末 

皆様にとって令和元年はいかがでしたでしょうか？ 

フロンティアでは、テキストの見直しや使用教材の補強をしたり、様々なイベントで生徒さんに喜んで

もらえるように取り組んでまいりました。 

ご意見がございましたら今後の運営に生かしていきたいと思いますのでお待ちしております。 

2020年！どうぞよろしくお願い致します。 

コンビニ英会話は最後のページにあります。 

Gold  

北尾 柚稀 (小3) 石川 悠莉 (小3) 

清水 翔 (小4) 大野 周平 (小3） 

Y. I. (小3)  

Silver  宮原 万依 (小2)  

Bronze  
北尾 颯真 (年長) 立花 愛結 (年長) 

大野 寛二 (年長) 末田 翼 (小1) 

【若松幼稚園 課外レッスン】 

2019年第2回 

準2級 鈴木 藍那 (中3) H. S. (中3) 

4級 鈴木 蒼太 (小6)  

張本 孝信 (小5) 浅見 優太 (小5) 
5級  

Y. I. (小4)  

【新検見川校】 

* 学年は合格時のものです。 

準2級 大前 遥 (高1) 

4級 大﨑 有華 (中1) 

内田 晶大 (小6) 
5級  

椿 岳大 (小6) 

【京成大久保校】 

2019年第2回 * 学年は受験時のものです。 

Gold 古橋 皐祐（小4）  

佐野 瑠々 （小3) 藤本 翔真 （小3） 
Silver  

髙林 さや （小3） M.H. （小5） 

Bronze  
清岡 優芽 （小4） 小枝 千鶴 (小5） 

小枝 史佳 （小3） R.T. （小1） 

【京成大久保校】 

杉原 未莉 (小3) 中島 瑠理奈 (小5) 
Gold  

M. Y. (小6)  

Bronze  
浅見 優依 (小3) 平沢 瑠夏 (小1) 

福岡 樹輝 (小1) 中島 瑠星 (小1) 

【新検見川校】 

Gold  
塚田 明日香 (小4) 小林 悠莉 (小4) 

柴田 悠菜 (小5) 冨田 悠愛 (小5) 

Silver  

竹内 梅果 (小2) 鈴木 芙実 (小3) 

川田 脩真 (小3) 山口 健太朗 (小3) 

海江田 愛理 (小4) 室岡 祐希 (小5) 

鈴木 陽山 (小1) 佐伯 歩乃果 (小4) 
Bronze  

H. I. (小2)  

【鹿島田校】 

準2級 西村 有香 （中3） 

【鹿島田校】 

小枝 史佳ちゃんが、 

英検Jr Bronze 正答率100% 

を記録しました！ 

Gold M. W. (小5)  

Silver  鈴木 万里緒 (小1）  

Bronze  坂本 さくら (小1） 冨田 美柚 (小4） 

【海浜幕張校】 

2級 R. H. (高2)  

3級   
坂田 千花 (小5) 坂本 遥 (小6) 

Y. S. (小6)  

小田島 昊成 (小6) 神谷 涼菜 (中１) 
4級  

島添 えま (中１) 田端 彩乃 (中2) 

【海浜幕張校】 



2019年4月～9月まで休まずがんばりました☆ 

* 学年は皆勤賞取得時のものです。 

中井 小百合 (小1) 伊藤 千紗 (小2) 

内川 礼夏 (小3) 鈴木 絢女 (小3) 

落合 莉子 (小5) 中島 瑠理奈 (小5) 

渡辺 桃菜 (小6) 福岡 樹輝 (小1) 

宮田 悠太郎 (小3) 鈴木 蒼太 (小6) 

元宮 貫太 (小4) K. U. (小1) 

【新検見川校】 

塚田 明日香（小4） 澤渡 彩乃（小5） 川田 脩真（小3） 

高橋 光祐（小6） 梅澤 美空（小2） 中西 美楓子（小2） 

柴田 悠菜（小5） 冨田 悠愛（小５） 金田 颯真（小2） 

生垣 佑起（小3）   兼重 宇汰（小1） 竹内 梅果（小2） 

H. I.  (小2) K. S. (小5) Y.F. (小5) 

【鹿島田校】 

津澤 希美 (小6) 穐田 悠真 (小6) 黒田 真弘 (小6) 

矢柴 秀吾 (小6) 内田 晶大 (小6) 藤本 翔真 (小3) 

馬場 暁夢 (小3) 相澤 空杜 (小1) 飯島 美緒 (小3) 

Y. B. (小5) E. I. (小6) M. H. (小5) 

【京成大久保校】 

大岡 もも (小4) 大岡 みみ (小4) 

飯野 翔太 (小2)  

【おゆみ野校】 

芹沢 星那 (年中) 井上 創介 (小2) T. A. (小6) 

【海浜幕張校】 

2019年4月～9月まで休まずがんばりました☆ 

* 学年は皆勤賞取得時のものです。 
恒例のハロウィンパレードを幕張ベイタウンで行いました。 

かわいいプリンセスたちや先生も負けそうなくらいこわ～い仮装の生徒さんもいて楽しいパレードになりました。

公園でのゲームやダンス、コスチュームショーも楽しかったですね！また来年のパレードが楽しみ！ 

Halloween Parade 27 December 2019 

 Kids enjoyed saying trick or treat as they smiled happily receiving their candies. 

Adults were energized when we sang and danced. I guess that was the highlight of this year’s 

Halloween Party. It turned out to be a great one! Thank you for coming. Hope to see you again 

next year with your super cool costumes.  

Emalyn 先生からのレポート 

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



 
Everyone was thrilled and happy after the 

Halloween song and dance. Parents were 

impressed with the students’ speech. I can’t 

wait for next year’s surprises. 

Mary Ann 先生からのレポート 

 
This year’s Halloween parade was so much fun! Teachers, staffs, kids 

together with their parents had enjoyed singing and dancing English 

Halloween songs. We even had our own scary yet cute fashion show 

on top of that. It was incredible!  

Ivy 先生からのレポート 

今年もベイタウンのパティオス5番街にあるお店にご協力いただきました。 

◆ ネパールレストラン  Jay NEPAL（ジャイネパール）様    

◆ 青果店 ヤンマー様         

保護者のIkumiさんや高校生のAkariさんにボランティアとして 

お手伝いをしていただきました。ありがとうございました。 

SPECIAL THANKS 

鹿島田校ではのレッスンの時に仮装をしてハロウィンを楽しみました。 

Halloween Week at Kashimada 

大久保校のハロウィーンウィーク。みんなノリノリです！ 

Halloween Week at Keisei-Okubo 

 幼稚園・小学生だけでなく、中高生も恥ずかしがらずに変装して、先生とパチリ！ 

やっぱりフロンティアの生徒はこうでなくっちゃね！！もはや、誰なのかわからない人もいますね… 



新検見川校では12月15日（日）にSue 先生とEmalyn 先生と一緒に 

クリスマスの特別レッスンをしました。クリスマスカードに英語でグリーティングを書いたり、 

オーストラリアのラミントンケーキを作って食べたり、 

みんなで We wish you a Merry Christmas を歌って楽しいレッスンになりました！ 

Christmas Party December 2019 

 It was a day full of surprises!  

The children were entertained as they happily joined our selection of 

Christmas activities. While learning English words, we played cotton 

ball challenge, whispering game & making Christmas cards. We had 

fun preparing delicious lamington cake too. Finally, everyone was 

amazed to receive Christmas presents after struggling to open the 

box! We will be very glad if you come again next year.  

Emalyn 先生からのレポート 

 
Thank you for joining our Christmas party! 

We did a lot of exciting and memorable holiday 

activities and I think I'm the one who enjoyed it 

the most‼️ If you missed it, please leave your 

schedule open for next year‼️ 

I also want to thank our frontier staff for planning 

and organizing perfectly to make this party joyful‼️ 

Sue 先生からのレポート 

今年のクリスマスはそれぞれのスクールでフロンティアの先生たちと一緒にパーティーやレッスンをして盛り上がりました！ 

パーティーの写真や動画をフロンティアのfacebookで公開しています。ぜひご覧ください。 

Christmas Special Lesson at Shinkemigawa 

Christmas Week at Kashimada 

クリスマスには生徒さん達に、にぎやかな飾り付けの教室でいつもよりわくわくしながら 

楽しくレッスンを受けてもらえたらいいなぁと思っています。 

facebook 

 
On Dec. 8, 2019, we had our first Christmas party lesson at 

Oyumino classroom with 13 children.  We enjoyed playing 

many fun filled games such as Christmas Bingo and pin the 

face parts on Frosty the Snowman.  Then we all sang “ Frosty 

the Snowman” and made Christmas rings to decorate our new 

tree. We also had some delicious cake and ended the party by 

exchanging presents!   

We had an amazing time! 

Patty 先生からのレポート 

Christmas Party at Oyumino 

Christmas Party at Keisei-Okubo 

生徒13人、スタッフ４人、総勢17人の賑やかなパーティーでした。美味しいケーキとお菓子とジュースを楽しみ、 

ゲームは大盛り上がりでした。最後のプレゼント交換もみんな大喜びしていました。 

生徒さんの兄弟や従兄弟、ロボット教室の生徒も参加しました。 

大久保校のクリスマス会に、サンタクロースがやってきました！サンタさんからプレゼントをもらって

ケーキを食べてゲームもたくさんやりました。 



Merry X’mas !!   若松幼稚園の課外レッスンでのクリスマス会 の様子です。 

 英語で自己紹介 、クリスマスカード作り、クリスマスソングなど盛りだくさんの1日でみんな笑顔になりました。 

Christmas Party at Wakamatsu Kindergarten 

Christmas Party at Fujimi Kindergarten 

 
Our afternoon Nenchu students at Fujimi Kindergarten had a 

wonderful time on December 19, 2019.   

We played a musical Christmas card game where each student 

stood on a card and when the music stopped, they said what 

the picture on the card was.   

Next, we played Christmas BINGO. The kids were very happy 

receiving Christmas stickers when they won the game.  After, 

we played "Pass the Present" game where students passed a 

gold colored box to one another and opened the box to see 

what was inside each time the music stopped.   

At the end of the lesson, teacher Grace made animal balloons 

for the kids.  We had a lot of fun! 

Patty 先生からのレポート 

Christmas Party at KaihinMakuhari 

 Last December 15 , we had a Christmas party. We sang and enjoyed fun 

games such as musical chair, pin the reindeer nose and Christmas bingo.  

All of us made a Christmas cards, and a cupcakes that we decorated it by 

putting colorful sprinkles on the top.  After that I made them a dog balloon. 

All of us ended the party with a smile on our faces. 

Grace 先生からのレポート 

コンビニ英会話 Useful Expressions No 14 

さて前回は、May I～？とShall I～？を学習しましたが、今回は下の２つを学習しましょう。 

① Shall we～？ 

② Would you～？ 

 

① Shall we ～？は「（一緒に）～しましょうか？」と相手を誘う時に使う言い回しで、 

 Let's～とほとんど同 じ意味です。有名な映画のタイトルに "Shall we dance?" (一緒に踊りましょう) 

 がありますよね。 

 答え方は、「いいですよ。」という時は □ Sounds good.  □Ｔhat's a good idea.   ③ Sure.   

 などの言い方がよく使われます。 「断るとき」はNo, let's not.と直接的に断る言い方もありますが、 

 できない理由を言って間接的に断るのが一般的です。 

 

  （例１） (A) Shall we go for a drink tonight?   今晩飲みに行こうか？ 

       (B) Sounds good. いいねえ。 

   （例２） (A) Shall we go for a drink tonight?   今晩飲みに行こうか？ 

          (B) Well, I have to work over-time tonight. 今晩残業なんだよ。 

        (A) I see. Maybe next time.  そうなんだ。じゃあまた今度ね。 

 

② Would you ～？は、「～してくれませんか？」という時に使います。  

 同じ言い方で(Could you～？ Will you～?)もあります。 答え方は、「いいですよ。」という時は  

 □Sure.  □Why not?   □No problem.  などが良く使われます。  

 「断るとき」はSorryと言った後に理由を 言って間接的に断るのが一般的です。 

 

（例１） (A) Would you tell me the way to the station?(駅までの道を教えてくれませんか?) 

  (B) No problem. Go down this street……. （いいですよ。この道をまっすぐ行って。。。） 

（例２） (A) Would you tell me the way to the station?(駅までの道を教えてくれませんか?) 

   (B) Sorry. I'm a stranger here.  （ごめんなさい。ここらに詳しくないんです。） 

 

いかがでしたか？ May I～？ Shall I～？ Shall we～？ Would you～？  

は本当によく使いますので是非マスターしてくださいね！ ではSee you next time!  

ヒューマンアカデミーロボット 

 

毎月作るロボットにみんな夢中です！ 

お気軽に遊びに来てください。 
 

レッスン日   金曜日16:30〜 

 

ご興味ある方は 

おゆみ野校 （鎌取駅南教室 ） 

☎ 043-312-3376  

までお問い合わせください。 


