
information 

◆ ワンダーコードコース 新規開講 

  

ご卒園・ご卒業 

おめでとうございます！ 
 

新しい門出にあたり、「おめでとう」の言葉をおくります。 

これまで以上に、いろいろな人と出会うことでしょう。 

どんな出会いも、ひとつとして無駄なものはありません。 

「人」を大切にできる、そんな大人になってください。 

そして、これからも英語を頑張ろう！ 

↑Dash ダッシュ 

小学校でのプログラミング教育が必須化したことをうけ 

英語でプログラミングを学ぶ‘ワンダーコードコース’を4月に開講します。 

講師は外国人！ 
 

このコースはシリコンバレー生まれのロボット「Dash」を実際に動かしながら 

楽しくプログラミングの基礎を英語で学びます。 

カリュキュラムではアメリカ最大大手出版社であるScholastic（スカラティック）社の 

名作文学を採用している為、英語力に加え、想像力・国際共通教養も身に付きます。 

 

新検見川校 ― 毎週 月曜日 

海浜幕張校 ― 毎週 土曜日   

 

詳しくはフロントまでお問い合わせください。     まずはお気軽に体験を！ 

担当講師は、みなさまお馴染みのIvy先生！ 

フロンティアを卒業した生徒さんから嬉しいメッセージをいただきました。 

To Emalyn 
 
Thank you for teaching me English for 3 years.  
The teacher helped me when I was in trouble because I couldn’t think of English words, 

and you treated me really kindly. I hope I can apply use of what I learned and experienced 
at the Frontier in high school. I’m looking forward to seeing you somewhere again! 
 

Airi Suzuki 
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【若松幼稚園 課外レッスン】 

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。 
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【新検見川校】 

* 学年は受験時のものです。 2021年第2回 
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新検見川校の 

羽場吏玖くん（小2) が、 
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を記録しました！ 
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コンビニ英会話 Useful Expressions No 18 

今回のテーマは「合う、似合う」の言い方です。 まず、「物」が「人」に合うという時は２つの場合があります。 

 

① 「サイズが合う。」 という時です。その場合の動詞は “fit ” を使います。 

 「このシャツ私にぴったりだわ。」 と言いたかったら “This shirt fits me perfectly. ” と言います。  

 “This shirt doesn't fit me.” だったら、「サイズ的に合わない。」 という意味です。 

 

② 「似合う。」と言いたい時です。その場合の動詞は “suit ” を使います。 

 「このシャツあなたに本当に似合ってるよ。」 と言いたかったら“This shirt really suits you. ” です。 

 

「似合う」という言い方には他に、“物 looks good on 人” という言い方もあります。 

この方が口語的かもしれません。“This shirt looks good on you. ”この言い方もよく聞きます。 

 

さて上の２つ 「物がサイズ的に人に合う。」 “物 fits 人” と 「物が人に似合う」 “物 suits 人”、 

“物 looks good on 人” は、物と人の関係でしたが、 「物が物に合う」 という言い方もあります。 

例えば、「このシャツはこのスカートに合う。」 という言い方です。この場合は動詞は“match”を使います。  

「このスカートに合うシャツが欲しいんですが。」 と言いたかったら“I'd like a shirt which matches this skirt. ” 

と言えますよ。 いかがでしたか？ではSee you next time! 

おゆみ野校の鈴木帆野香ちゃん（受賞時・小１）が  

千葉県児童生徒美術展覧会 こども県展において 

千葉県の小中学校の応募数80,324点から入選をして表彰されました。 

おめでとうございます！ 

【若松幼稚園】 毎週 火・水・木曜日 １４：１０～    

【冨士見第二幼稚園】 毎週 木曜日   １４：１０～  
 

詳しくは 

フロンティア外語学院 新検見川校までご連絡ください。 

☎ ０４３－２７２－００４３ 担当：玉田    

受付時間 月・水・金 １３：００～２０：００ 

◆ 幼稚園課外レッスン ― 無料体験レッスン随時受付中！ 

冨士見第二幼稚園 課外レッスンの様子 

◆ Babyコース おゆみ野校 

日本ベビーサイン協会認定講師によるベビーサイン。 

新検見川校（☎０４３－２７２－００４３）と海浜幕張校（☎０４３－２１３－００５０）で随時受付しています。 

体験会あります。お気軽にお問合せください。 

月曜日・金曜日 午前中 生徒募集中！ 

◆ ベビーサイン おててであのね 

Christmas Week 2021 

 Despite the pandemic, we were able to have a joyous and 

fun Christmas with the students. We came up with a whole 

bunch of easy and engaging Christmas arts and crafts for 

kids such as handmade cards, ornament crafts, and more.  

It was so much fun! 

Ivy 先生からのレポート 

１２月のレッスンの様子です。 

クリスマスソングを歌ったり、クリスマスの工作をして 

クリスマスをクラスの仲間たちと楽しみました！ 


