
イベントの参加案内は各スクールのフロントやホームページ、Facebook でお知らせしますので、 

今年の参加を見送った方は来年お会いしましょう！ 

可愛くて怖～い仮装をした 

皆さんの写真です！ 

１０月３０日、３年ぶりにハロウィンパレードを行いました。 

家族やお友達、みんなで仮装をして参加されている生徒さんも多く、 

楽しいパレードになりましたね。  

皆さんの感染症対策へのご協力ありがとうございました。  



October 30th, Sunday - A day full of excitement!  
It was Frontiers first time in three years Halloween Parade.  
It was amazing to see the kids dressed up in their fancy & spooky 
costumes while some adults joined in with their creepy but awesome 
costumes. The kids were happy to say trick or treat as they smiled 
when they received their Halloween sweets.  
It was indeed a warm and sunny day, perfect for the Halloween 
games enjoyed by everyone.  

Emalyn 

I hope you had a great Halloween. This year we went all out for the Halloween Parade. 
We dressed as our favorite characters. Having Halloween back felt great. The students 
and the parents creativity came back. We had fun together.     

Mary Ann 



Our annual Frontier Halloween Parade returned this year after 
cancelling for 3 years due to Covid -19 restrictions.  
It was really nice to see kids and family members dressed up in 
fun costumes like superheroes, witches, princesses, Minions, 
anime characters, Harry Potter, Super Mario and many more.  
We enjoyed trick or treating around Makuhari Baytown collecting 
yummy treats from local shops and Frontier staff members. Then, 
we played exciting games such as ring toss, eyeball race, ball 
throw and raced through an obstacle course.  
After, we had a costume contest and danced to the “Halloween 
Stomp “ song. I had a wonderful time and look forward to more 
Halloween fun next year!”     

Patty 



The 2022 Halloween parade was my first as a teacher and it 
turned out to be a memorable one of impressive costumes, fun 
games, songs, and dances.  
Without a doubt everyone who came had a good time dressing 
up and trick-or-treating. Let’s do this again!  

An Ne 

↑コンテストで英語のスピーチを担当

してくれたAoi ちゃん（左）と 

Honoka ちゃん（右）です。  

ありがとうございました。  



Thank you so much for coming and please join us again next year for another 
fantastic Halloween Parade!  
I was super excited to see not only our students but also their parents wearing 
awesome costumes with sparkling smile under the gorgeous autumn sun.  If you 
missed it, don't forget to mark the date on your calendar for next year. 

Sue 

Three years had passed and at last, we were 
able to do our glamorous Halloween parade. It 
was a huge success!  
A lot of kids and even their parents came to 
participate in our party. We had so much fun 
singing and dancing in our pretty yet creepy 
costumes. Peekaboo!    

Ivy 

コスチュームコンテスト、受賞おめでとうございます！ 

幕張ベイタウン パティオス８番街にあるお店にご協力をいただきました。 

ネパールレストラン → 

Jay Nepal  

ジャイネパールさんに 

お菓子をいただきました。  

↓青果店 ヤンマーさんで

注文した、おいしいみかん

を配っていただきました。 

→紫のドレスで 

ボランティアとして

参加してくれた

Akariさんです。  

差し入れのお菓子

もいただきました。  







コンビニ英会話 Useful Expressions No 21 

さて前回号で、‘may ’ と ‘must’ の大事な使い方をお伝えしましたが、今回は ‘can't’ と ‘should’ です。 

みなさんは、‘can't’ は「～できない」 ‘should’ は「～すべきだ」という意味があるのはご存知かと思いますが、 

‘can't’ には「～のはずがない」、 ‘should’ には「～すべき」という強い提案というより「～したほうがいい。」 

という柔らかい提案でも使います。まず、‘can't’ の使い方から説明します。 

 

通常 ‘can't be…..’ で、「～であるはずがない」という否定の断言の意味を表します。 

（例）He can't be her boyfriend. 彼が彼女のボーイフレンドであるはずがない。 

 

前回学習した ‘must’, ‘may’と比べてみましょう。 

He must be a doctor.  「彼は医者に違いない。」   強い断言 

He may be a doctor.   「彼は医者かもしれない。」   推量 

He can't be a doctor.   「彼が医者であるはずがない。」  否定の断言 

 

‘can't’ も‘must’や‘may’と同じように後ろにhave＋過去分詞をつけると、「～だったはずがない。」という過去の

意味になります。次の二つを比べてみましょう。 

I saw her in Shinjuku 30minutes ago so she can't be in Hokkaido now. 

30分前に彼女を新宿で見かけたんだから彼女が今北海道にいるはずがない。 

I saw her in Shinjuku at 8:00A M today so she can't have been in New York this morning. 

彼女を今日の朝8時に新宿で見かけたんだから彼女が今朝ニューヨークにいたはずがない。 

‘should’ も後ろにhave＋過去分詞を入れると「～すればよかったのに」という後悔の意味を表します。 

次の二つを比べてみましょう。 

You should study English every day. 英語毎日勉強した方がいいよ。 

I couldn't pass the English test. I should have studied it harder. 

英語のテストに合格できなかった。もっと一生懸命英語勉強すればよかった。 

では See you next time!  

information 

◆  振替レッスンについて 

昨今の状況を考慮し、以下に該当する場合には当面の間、当日キャンセルでも振替レッスンを致します。 

□ 新型コロナ・インフルエンザ等の感染症の疑いがある方  

□ 体調の悪い方   □ 家族に感染者・自宅待機者がいる方 

それ以外の理由での欠席は、規約通りとなります。ご不明な点はフロントまでお問合せください。 

尚、この措置は予告なく終了する場合があります。 

新検見川校の各種検定日・締切日です。 

詳しくは各校フロントにお尋ねください。 

◆  英検 ・ 英検Jr ・ 漢検 申込締切日 
 試験日 締切日 

英検 1月22日(日) 12月9日（金） 

英検Jr  2月上旬 12月21日（水）  

漢検 1月下旬 12月19日（月）  

教室は引き続き換気を行っていますので、 

各自寒さ対策（上着、ひざかけ、厚手ソックスなど）をお願いします。 


