
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。 

3級 田端 彩乃 (中2)  

4級 K. N. (小6)  

東 優翔 (小4) 剱持 友里 (小3) 
5級  

鈴木 万里緒 (小1) T. A. (小6) 

【海浜幕張校】 

2019年第3回 

準2級 小谷 彩乃 (中1) H. N. (中3) 

3級 S. U. (中2) K. T. (中2) 

4級 浅見 優太 (小5) M. H. (小4) 

5級 市川 詩桜 (小4) 奥田 あさひ (小3) 

【新検見川校】 

* 学年は合格時のものです。 

2級 岳井 遥司 (高1) A. K. (中3) 

準2級 竹内 悠乃 (高1)  

3級 大﨑 朱華 (中1)  

4級 津澤 希美 (小6) S. Y. (小6) 

伊藤 汐音 (小6) 奥田 琉斗 (小6) 
5級  

福井 悠斗 (小2) S. Y. (小1) 

【京成大久保校】 

準2級 西 花奈 (中1) 久保 凛乃 (中2) 

 上栁 結子 (中3)  

4級 佐々木 周 (小6)  

5級 塚田 明日香 (小4)  

【鹿島田校】 

奥田 琉斗くん (小6) が、 

英検5級満点で表彰されました！ 

生徒の皆さまへ 
 

季節は早くも五月半ばとなりましたが、コロナは当面収まる気配がなく、外出もままならず 

お疲れもあるかと存じます。が、この困難を乗りきるため、今は辛抱を重ね頑張りましょう。 
 

当フロンティア外語学院も1991年の開校以来様々な困難を乗り越え現在に至っております。 

今回のコロナウィルスに対しても、必ず受講生の皆さまと乗り越えられると確信しております。 

フロンティア外語学院では受講生の皆さまが継続して学習できるように自宅でも受講可能なSkypeを

使ったオンラインレッスンで対応させていただいております。 

Skypeを使用したオンラインでの受講は初めての方も多いので、万が一何らかの支障でスムーズに 

レッスンが受講できなかった場合は、振替レッスンをさせて頂きますので、ご遠慮なくお申し出ください。 

また、2月1日以降に欠席された分の振替もできますので、どうぞご利用ください。 

 

多くのことが初めてのことなので、ご質問、ご相談は何なりとお気軽にスタッフまでお申し出ください。 

いまはコロナが終息するのを望むばかりです。 

フロンティア外語学院の生徒の皆さま、スタッフ、講師全員でこの困難を乗り切りましょう！ 
 

 
フロンティア外語学院 学院長 管家 潤 

スタッフ一同 

S.Y くん (小1) が、 

英検5級満点で 

表彰されました！ 



★８年間、鹿島田校で学んでくれた西村有香さん(高1)にお話を伺いました★ 

 

スタッフ： 振り返って長かったですか？短かったですか？ 

Y. N. さん： 短かったです。 

スタッフ： 楽しかった思い出は？ 

Y. N. さん： ハロウィンの仮装やクリスマスなどの季節のイベントや、英語でやるゲームです。 

 毎週たのしく通うことができました。 

スタッフ： 苦しい時がありましたか？ 

Y. N. さん： 習い始めた頃は先生の言っていることを聞き取ったり理解したり、 

 自分が話したりも全くできなくて戸惑いました。 

 周りの友だちのまねをしたり、先生が分かり易い英語に変えてくれたりしたことで、 

 少しずつ会話ができるようになりました。 

スタッフ： 体験レッスンに入った生徒さんに 『初めはわからなくても、段々わかってくるから。』 

 と、声をかけてくれたのを思い出します。 

 Y.N.さんは真面目な頑張り屋さんでした。ほかの生徒さんたちが騒いでいる時でも、 

 教室に来たらまず英検単語を練習するのをしっかり守っていましたね。 

Y. N. さん： ふ、ふ、ふ、(笑) 

スタッフ： 先生が変わることはどうでしたか？ 

Y. N. さん： 慣れるまでに時間がかかる時もありましたが、 

 たくさんの先生と話せたことはとても良い経験になりました。 

スタッフ： 今後の夢は？ 

Y. N. さん： 教師になりたいと思っていました。 

 今は勉強したくてもできない恵まれない国や地域の子どもたちが教育を受けられるように

 してあげたい、そういう仕事で世の中の役に立ちたいと考えています。 

 ユニセフ等の国際機関で働きたいので、いずれフランス語も勉強しようと思っています。 

 

 

フロンティアで過ごして、英語が好きになって自信がついたとも話してくれました。 

輝く未来に向かって羽ばたいていくY.N.さん。 

私たちフロンティアはあなたの夢にいくらか協力できたかな。 

これからも応援しています！ 

祝合格！ 

【中学校】 

嘉悦学園かえつ有明中学校 

千葉市立稲毛高等学校附属中学校 

【高等学校】 

千葉県立千葉西高等学校 

江戸川女子高等学校 

千葉県立幕張総合高等学校 

千葉県立佐倉高等学校 

千葉県立津田沼高等学校 

神奈川県立多摩高等学校 

【大学】 

明海大学 

国立大学法人千葉大学 

東京農業大学 

順不同 



Bronze 山本 莉奈 (年長) 

【冨士見幼稚園 課外レッスン】 

京成大久保校の 

川手 オリビアちゃん（小2) が、 

英検Jr Silver 正答率100% 

を記録しました！ 

京成大久保校の 

加藤 愛翔くん(小2) が、 

英検Jr Silver 正答率100% 

を記録しました！ 

Gold    
並木 結菜 (小4) 仁田 菜月 (小2) 

N. Y. (小4) N. K. (小4) 

高橋 広大 (小1) 千葉 帆夏 (年長) 
Bronze  

T. Y. (年長)  

【若松幼稚園 課外レッスン】 

神永 涼汰 (小3) 藤山 紗羽 (小3) 

Gold  萬雲 皇成 (小3)  

鈴木 礼穏 (小4) K. T. (小4) 

Silver   浅見 優依 (小3) 内川 礼夏 (小3) 

【新検見川校】 

* 学年は受験時のものです。 2019年第3回 

Bronze 管家 慶人 (小1) 

【おゆみ野校】 

Silver 加藤 愛翔 (小2) 川手 オリビア (小2) 

馬場 暁夢 (小2) 王 雨萌 (小1) 
Bronze  

相澤 空杜 (小1)  

【京成大久保校】 

柴田 悠菜 (小5) 鈴木 夏歩 (小5) 
Gold  

A. K. (小4)  

Silver H. I. （小2) Y. F. (小5) 

Bronze 兼重 宇汰 (小1) 梅澤 美空 (小2) 

【鹿島田校】 

鹿島田校の 

Y. F. ちゃん（小5) が、 

英検Jr Silver 正答率100% 

を記録しました！ 

フロンティアに通い始めてまだ１年半 

ですが立派な成績です! 

海浜幕張校の 

佐々木 悠翔くん（小2）が、 

英検Jr Bronze 正答率100% 

を記録しました！ 

Gold 鈴木 万里緒 (小1)  

Silver 冨田 美柚 (小4) 加藤 諒 (年長) 

小西 悠理 (小3) 細谷 麻衣 (小1) 
Bronze  

岡本 晄河 (小1) 佐々木 悠翔 (小2) 

【海浜幕張校】 



* 学年は合格時のものです。 

4級 牧 碧美 (中1)  

5級 藤山 大輝 (小6) N. T. (中1) 

6級 中島 瑠理奈 (小5） 永井 佳蓮 (小6) 

8級 奥田 あさひ (小3) 城間 愛 (小3) 

 藤山 紗羽 (小3) 小池 花蓮 (小3) 

 K. T. (小4) Y. T. (小3) 

9級 杉原 未莉 (小3) 伊藤 千紗 (小2) 

10級 中島 瑠星 (小1) C. A. (小1) 

 M. T. (小1)  

【新検見川校】 

2020年1月実施 

5級 入山 翔太 (小6) 

8級 K. K. (小3) 

【京成大久保校】 

10級 管家 慶人 (小1) 

【おゆみ野校】 

おゆみ野校の 

管家 慶人 くん (小1) が、 

漢検10級満点で 

表彰されました！ 

2019年10月～2020年1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。 

福田 美蘭 (小2) 内川 礼夏 (小3) 

藤山 紗羽 (小3) 鈴木 絢女 (小3) 

張本 孝信 (小5) 落合 莉子 (小5) 

永井 佳蓮 (小6) K. U. (小1) 

A. I. (小4) D. F. (小6) 

【新検見川校】 

兼重 宇汰 (小2) 梅澤 美空 (小2) 竹内 梅果 (小2) 

鈴木 芙実 (小3) 佐伯 歩乃果 (小4) 金田 風音 (小5) 

柴田 悠菜 (小5) 冨田 悠愛 (小5) 田中 結奈 (小5) 

鈴木 夏歩 (小5) 高吉 桃子 (小6) Y. F.  (小5) 

H. I. (小2) R. N. (小3) K. Y. (小3) 

Y. K. (小4)   

【鹿島田校】 

萩原 大志 (年中) 王 雨萌 (小1) 杉山 千陽 (小1) 

福井 悠斗 (小2) 原口 景弥 (小2) 小枝 史佳 (小3) 

飯島 美緒 (小3) 藤本 翔真 (小3) 髙林 さや (小3) 

大西 悠仁 (小4) 内田 景大 (小4) 小枝 千鶴 (小5) 

津澤 希美 (小6) 椿 岳大 (小6) 穐田 悠真 (小6) 

内田 晶大 (小6) 黒田 真弘 (小6) 奥田 琉斗 (小6) 

R. T. (小1) Y. B. (小5) M.H. (小5) 

T. I. (小5) S. Y. (小6) E. I. (小6) 

Y. I. (小6)   

【京成大久保校】 

小竹森 一椛 (小2) 妹尾 春臣 (小2) 

【おゆみ野校】 

大泉 圭右 (年長) 富久 雄晴 (年長) 

木村 航大 (小2) 鈴木 万里緒 (小1) 

石橋 一馬 (小3) 棚瀬 堅介 (小2) 

小西 悠理 (小3) 平田 美瑠 (小2) 

田畑 奈瑠海 (小3) 王 愛楽 (小3) 

田畑 将吾 (小1) 東 優翔 (小4) 

角野 慶太 (年長) 大野 琳央 (小1) 

冨田 美柚 (小4) 坂本 愛莉 (小5) 

M. W.  (小5)  

【海浜幕張校】 



information 

◆ English 4 skills ～自主学習アプリ～ ◆  

自主学習アプリ“English 4 skills”を始めてみませんか？ 

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好きなだけオンラインでトレーニングできるようになります。 
 

月毎のご契約なので気軽に始められ、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。利用方法等、お気軽にお問い合わせください。月額3,000円（税別）です。 

コンビニ英会話 
Useful Expressions No 15 

さて今回は似たような使い方なので簡単に覚えることができる、２種類のフレーズの６つの表現を覚えましょう。 

 

まず１つめは、“go for a ….”  「～をしに行く」です。 代表的なものに 

“go for a drink”  「飲みに行く。」 

“go for a drive”  「ドライブに行く。」  

“go for a walk”  「散歩に行く。」     があります。 

 

もちろん別の表現方法もありますが、同じ表現法でいくつかのフレーズをまとめて覚えてみましょう。 

 “Who did you go for a drink with last night?”  

 「昨夜、誰と飲みに行ったの？」 

 “Why don’t we go for a drive on Sunday?  ”  

 「日曜日ドライブに行くのはどう？」 

 “My grandparents go for a walk before breakfast every day. ”  

 「祖父母は毎日朝食前に散歩に行きます。」 

 

次に “work～time”です。代表的なものに  

“work overtime” 「残業をする。」  

“work part-time”  「アルバイトをする。」  

“work full-time”  「正社員として働く。」 

があります。会話文として使ってみると、 

 “How many times a week do you work overtime?”    

 「週に何回残業するの？」 

 “I worked part-time in a super-market when I was in college. ”  

 「大学時代スーパーでアルバイトした。」 

 “Many women work full-time after they get married. ”   

 「多くの女性が結婚後も正社員として働いている。」 

 

いかがでしたか？よく使うフレーズですので頑張ってマスターしてください。ではSee you next time! 


