
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。 

2020年第2回 

3級 鈴木 蒼太 (中1) 

4級 中村 月音 (中2) 

【新検見川校】 

* 学年は合格時のものです。 

3級 綾垣 心央 (中2) 

4級 椿 岳大 (中1) 

【京成大久保校】 

準2級 宮久地 大河 (中2)  

3級 加藤 廉治 (中2)  

4級  
高橋 光祐 (中1) 島田 恵里花 (小5) 

Y. F. (小6)  

柴田 悠愛 (小6) 冨田 悠菜 (小6) 
5級  

Y. K. (小5)  

【鹿島田校】 

2級 君島 渡海 (小6) K. F. (高2) 

準2級 田端 彩乃 (中3)   長岡 航 (中3)  

3級 神谷 涼菜 (中2) F. A. (中3) 

4級 鈴木 万里緒 (小2) 濱野 晃真 (小6) 

5級  大塚 雪那 (小6) 坂脇 悠太 (小5) 

【海浜幕張校】 

2020年第1回 

3級 牧 碧美 (中2) 宮本 みゆう (中3) 

4級 藤澤 みな (中1)  

中村 月音 (中2) 杉原 未莉 (小4) 
5級  

藤掛 凉誠 (小5) M. Y. (中1) 

【新検見川校】 

* 学年は合格時のものです。 

4級 内田 晶大 (中1)  

5級 黒田 真弘 (中1) 入山 翔太 (中1) 

【京成大久保校】 

5級 S. H. (中2) 

【おゆみ野校】 

準2級 神谷 涼菜 (中2) F. A. (中3) 

3級 島添 えま (中2) 鈴木 愛莉 (中2)  

4級 岡本 泰河 (中1)  T. A. (中1) 

【海浜幕張校】 

4級 藤永 茉優 (小6) 

【若松幼稚園 課外レッスン】 



2020年第3回 

4級 奥田 あさひ (小4) 落合 莉子 (小6)   

内川 礼夏 (小4) 神永 涼汰 (小4) 中井 千晶 (中2) 萬雲 皇成 (小4) 
5級  

A. I. (小5) K. T. (小5)   

【新検見川校】 

※ 4級・5級のみ掲載しています。 

※ 学年は合格時のものです。 

4級  
吉本 翔 (小2) 福井 悠斗 (小3) 市川 真陽 (小5) 入山 翔太 (中1) 

奥田 琉斗 (中1) 黒田 真弘 (中1)   

白水 禄 (小4) 秋元 芽衣 (小5) 大西 悠仁 (小5) 市原 皐生 (小6) 

5級   小枝 千鶴 (小6) 福留 明莉 (小6) 福留 光翔 (小6) 穐田 悠真 (中1) 

清岡 拓馬 (中1) M. H. (小6)   

【京成大久保校】 

4級 澤渡 彩乃 (小6)  

5級 鈴木 夏歩 (小6) 前野 智代 (小3) 

【鹿島田校】 

伊藤 千紗 (小3) 福岡 樹輝 (小2) 
Silver   

平沢 瑠夏 (小2)  

Bronze  多田 彩音 (小2) 山田 昌成 (小6) 

【新検見川校】 

* 学年は受験時のものです。 2020年第1回 

Gold    
佐野 瑠々 (小4) 高林 さや (小4) 

M. H. (小6)  

小枝 千鶴 (小6) 小枝 史佳 (小4) 

Silver   

藤本 翔真 (小4) 田丸 柚花 (小4) 

福留 明莉 (小6) 福留 光翔 (小6) 

岡林 奏 (小6) 馬場 暁夢 (小3) 

青木 紗彩 (小4)  

Bronze  
杉山 千陽 (小2) 原口 景弥 (小3) 

岡林 蒼斗 (小4)  

【京成大久保校】 

新検見川校の 

多田 彩音ちゃん（小2）が、 

英検Jr Bronze 正答率100% 

を記録しました！ 

Silver 佐々木 悠翔 (小3)  坂本 さくら (小2)  

Bronze  平田 美瑠 (小3)   大野 琳央 (小2)  

【海浜幕張校】 

4級 東 優翔 (小5) 大塚 雪那 (小6) 

佐々木 悠翔 (小3) 加藤 諒 (小1) 
5級   

T. F. (小3)  

【海浜幕張校】 



* 学年は合格時のものです。 

4級 永井 和暖 (中3) 

8級 杉原 未莉 (小4) 

9級 福田 美蘭 (小3) 

10級 平沢 瑠夏 (小2) 

【新検見川校】 

2020年7月実施 

9級 吉本 翔 (小2) 

【京成大久保校】 

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。 

Gold  平沢 瑠夏 (小2)  

吉田 彩花 (小5) A. I. (小5) 
Silver   

礒部 悠太 (小4)  

 Bronze  
福田 美蘭 (小3) 伊藤 光希 (小3) 

S. S. (小3)  

【新検見川校】 

* 学年は受験時のものです。 
2020年第2回 

Gold  中西 梨緒 (小5)  

Silver I. K. (小3) N. H. (小5) 

武田 怜 (小1) 平岩 悠 (小4) 
Bronze 

福島 紗菜 (小4) N. M. (小2) 

【おゆみ野校】 

新検見川校の 

A. I. ちゃん（小5) が、 

英検Jr Silver 正答率100% 

を記録しました！ 

新検見川校の 

福田 美蘭ちゃん（小3）が、 

英検Jr Bronze 正答率100% 

を記録しました！ 

Gold 佐々木 悠翔 (小3) 冨田 美柚 (小5) 

大野 琳央 (小2)  石橋 一馬 (小4)  
Silver  

平田 美瑠 (小3)  

Bronze  
井手 紘亜 (小3)  田端 奈瑠海 (小4) 

田畑 将吾 (小2) 井上 創介 (小3)  

【海浜幕張校】 

Gold  

川田 脩真 (小4) 鈴木 芙実 (小4) 

前野 智代 (小3) K. Y. (小4) 

H. I. (小3)  

Silver 梅澤 美空 (小3) 佐伯 歩乃果 (小5) 

Bronze R. N. (小4)  

【鹿島田校】 

Gold    大野 周平 (小4) Y.N. (小5) 

大川原 碧海 (小3) 末田 翼 (小2) 

Silver   高橋 広大 (小2) 千葉 帆夏 (小1) 

大野 寛二 (小1) 松島 想果 (小2) 

Bronze  

北尾 颯真 (小1) 玉置 未来 (小1) 

旭 琴音 (小1) 堀江 凰介 (小1) 

香取 結斗 (小1) A. A. (小1) 

【若松幼稚園 課外レッスン】 



2020年のハロウィンは各スクールで仮装をしてレッスンを受講！ 

先生や仲間たちと写真を撮ったりTrick or Treat!をして楽しいハロウィンウィークになりました。 

Halloween Week 2020 

@Shinkemigawa 



@Kaihin Makuhari 



Halloween Weekの後に写真を飾ってみんなでコスチューム大賞を決めたスクールもありました。 

受賞された方々、おめでとうございます！ 

@Keisei Okubo 

@Oyumino 



@Kashimada 

@Kindergarten 



1991年より、フロンティアで英文法講師をしていた河田広子(かわた ひろこ)先生。 

現在は英語講師を引退して、いけばなの講師として活躍されています。 

 

そんな先生が去年10月、世界に向けてオンラインによるいけばなのデモンストレーションを行いました。 

視聴者はアメリカ・カナダ・インド・シンガポール・ドイツ・イタリア・マレーシアなど世界各国約250名。 

その後も今年の2月に、インドにある小原流ハイデラバード支部の依頼でリモートデモンストレーションを発信しました。 

 

デモンストレーションで話す言葉は全て英語です。元々旅行が趣味で世界を駆け回っていた先生ですので、旅先での体

験や経験も今回のオンラインに生かされたのではないでしょうか。母国語とは違う言語でコミュニケーションがとれる事、そ

して自分の意見を伝えられる事は、自分自身の世界を広げる手段の1つになるかと思います。 

私達も言葉の先にある新しい世界に一歩踏み出して、いつまでもワクワクした気持ちを持ち続けたいですね。 

そんな河田先生のいけばなレッスンは新検見川校で行っています。 

ご興味のある方は先生にぜひ直接ご連絡ください！ 

【連絡先】 mycatisrivi@gmail.com 080-6598-8334 

【講師紹介】 河田広子(かわた ひろこ) 

キャリアは17歳よりいけばなを始めて半世紀以上。  

2015年小原流研修学院終了。現在は一級家元教授  

コンビニ英会話 Useful Expressions No 16 

今日のフレーズは “How soon～?” と “How late～?” です。 

まず、“How soon～?” は、「今からあとどのくらいしたら○○○？」と言いたい時に使うフレーズで、 

なかなか覚えていないということができない言い回しです。 

よく間違って、How longを使ってしまいがちです。例文の英文と一緒に覚えたほうがいいかもしれません。 
 

（例１） 「あとどのくらいしたら次のバスは到着しますか？」 

     “How soon does the next bus arrive?” 

（例２） 「あとどのくらいしたら退院できますか？」 

     “How soon can I leave hospital?” 

 

次に How late～？「何時まで～？」（どのくらい遅い時間まで）をやってみましょう。 

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! 

（例３） 「すみませんが、何時まで営業しているんですか？」 

     “Excuse me but how late are you open?” 

（例４） 「ここでは何時までバスは通ってますか？」 

    “How late do the buses run here?” 

（例５） 「昨夜何時まで飲んだの？」 

    “How late did you drink last night? ” 

（例６） 「昨夜何時まで残業したの？」 

   “How late did you work over time last night?” 


