
information 

◆ お友達紹介キャンペーン  

ご家族やお友達を紹介してくださった方にステキなプレゼントをご用意しています。※ご入会された場合のみ。 

◆ お得な1年間前納払い制度  

お月謝を１年間分まとめて前払いされると、１ヶ月分のお月謝が割引になります。※詳しくは各校フロントまで。 

◆ Zoomオンライン英会話コース  

Zoomオンライン英会話コースがあるのをご存知でしたか？ 

２０２１年からスタートしたZoomオンラインコース！！まだまだ、皆様に知られていないのでご紹介します。 

このコースは２５分間の個人レッスン。大人も子供も対応できます。 

教材はフロンティアが使用しているものです。 

気になる授業料は一律・週１回（月４回）コースは月額７,７００円（税込）！ 

当日キャンセル以外の振替は該当月であれば何度でもできます。ぜひ、お気軽にご利用下さい。    

お問い合わせ： ☎０４３－２７２－００４３ 担当 中川まで 

◆ 振替レッスン制度 

振替レッスンは受講済みですか？ 

体調不良で欠席された分の振替は、体調が良くなりしだい振替をご利用下さい。 

その他の理由で欠席された方は、休んだ日から１ヶ月以内に受講をお願いします。 

それ以降は無効になりますのでご注意ください。 

振替のご予約・お問い合わせはスタッフまでお気軽にどうぞ。 

※重要※お休みされた分の振替については、生徒ご自身または保護者の方からお申し出ください。 

通常、スタッフからの振替についてのご提案・ご案内は出来かねますのでご了承ください。 

◆ 京成大久保校からお知らせ  

① 年末からジャケット、傘、タオル、筆箱などの持ち主不明の忘れ物があります。  

 持ち物には記名をお願い致します。 

② 教室が狭いため、レッスンの人数制限をしていましたが、徐々に定員に戻しますので 

 ご理解をお願い致します。 

皆様はどのようなお正月を過ごされましたか？ 

年初の誓い、又は今年の抱負を英語で何と言うでしょうか？“New Year’s resolution”と言います。 

鹿島田校の生徒さんに聞いてみました！“Did you make any New Year’s resolutions?” 

Kさん “My resolution is to spend every minute of my day in a meaningful and wise way.” 

Sさん “I want to travel to a hot spring and lose 5kgs through diet and exercise for a healthy life.” 

P先生 “I want to eat delicious food, travel, and enjoy everyday.” 

今年も楽しく粘り強く学んでいきましょう！ 
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2022年第2回 

2級 R. M. (一般) T. Y. (中2) R. H. (中3)  

準2級   
K. I. (小3) S. R. (中2) T. O. (中2) H. A. (中3) 

Y. Y. (高1) Y. K. (高2) K. N. (高2) R. K. (小3) 

3級   

張本 孝信 (中2) E. E. (小1) S. A. (小4) M. S. (小6) 

Y. F. (小6) Y. N. (中1) H. K. (中2) R. S. (中2) 

C. N. (中2)    

4級  
松本 周 (小3) 福田 美蘭 (小5) 清川 智美 (小5) 伊藤 千紗 (小5) 

礒部 悠太 (小6) K. M. (中1) R. O. (中1) S. S. (中2) 

5級   A. W. (小4) H. K. (中1)   

【新検見川校】 

* 学年は合格時のものです。 

準1級 伊藤 夏鈴 (高3)  

準2級  清岡 拓馬 (中3)  

3級 小枝 千鶴 (中2)  

4級  
大﨑 后哲 (中2) 小枝 史佳 (小6) 

白水 禄 (小6)  

田丸 柚花 (小6) 原口 景弥 (小5) 
5級  

若尾 康佑 (小5)  

【京成大久保校】 

中西 梨緒 (中1) 鈴木 帆野香 (小2) 
4級  

管家 慶人 (小4)  

5級 平岩 悠 (小6)  

【おゆみ野校】 

5級  山本 莉奈 (小3) 

【冨士見第二幼稚園 課外レッスン】 

3級 島田 恵里花 (中1) 

【鹿島田校】 

2級  
猪俣 悠斗 （中3）  K. N. (高2)  Y. O. (高1)  K. O. (中1)  

S. K. (小4)  R. M. (小2)  K. U. (小2)  O. U. (小2)  

準2級 行木 虹七 （中2）  岡本 泰河 (中3）    

3級  岡本 泰河 （中3）     

金山 優菜 （中2）  M. O.(中1)  Y. K. (小6)  S. O. (小5)  
4級     

H. K. (小1)     

5級 金山 善之介 （小6）  奥山 遥 （小5）  伊澤 佳  (小5）   

【海浜幕張校】 
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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。 

以前もご紹介したフロンティアの元名物英文法講師・河田
か わ た

 広子
ひ ろ こ

先生。 

現在は文法講師を引退され、小原流生け花の講師として活躍して 

おります。 前回はzoomで世界中の人達に英語で生け花の 

実演をしている事をフロンティアニュースvol.69でご紹介しました。 

 

そんな河田先生が今回生け花の関係でインド大使館に招かれました！  

大使館には普段インドに住んでいる方々も大勢来日していたようです。 

河田先生は日本人のお友達と訪問した為、会話のやり取りは全て先生が通訳をされました。 

 

「その着物の柄は？」     “What design is this kimono?” 

「サリーもステキですね」    “It is a beautiful sari!”  

「日本にいつまで滞在しますか？」 “How long will you be in Japan for?” 

 

などなど。何気ない会話を英語にしたり、日本語に直して伝えたりしながら文化交流を楽しんだそうです。 

 

コロナ禍で始めたzoomの配信は、当初想像もしなかった場所まで先生を運んでくれました。  

いつまでも挑戦し続ける心と、それを実現する行動力が格好いいですね！  

 

そんな河田先生の生け花のレッスンは新検見川校で土曜日に行っております。  

クリスマスのリースやお正月のお花など、イベント時のみのご参加でも大丈夫です。 

お問い合わせは右記ホームページまで！ https://ikebana-ohararyu-shisui.jimdofree.com 3 
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島谷 美羽 (小3) 神永 遥真 (小3) 小池 遥 (小3) 
Silver     

所 佳澄 (小3) 福岡 美遥 (小2)  

【新検見川校】 

* 学年は受験時のものです。 
2022年第2回 

Gold  岡本 晄河 (小4)  

Silver  
坂本 梓 (小2) 軽部 晴翔 (年長)   

ｱﾘｳﾝﾎﾞﾙﾄﾞ ﾎﾙﾂﾋﾞﾚｸﾞ (小2)  

Bronze  秋山 修李 （小３）   

【海浜幕張校】 

Gold  A. N. (小2) 

【若松幼稚園 課外レッスン】 

アルファベットテスト ・ Mit & Mat本読み合格しました～！ 
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クリスマス2022 

クリスマスシーズンのレッスンの様子です。 
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コンビニ英会話 Useful Expressions No 22 

みなさんいかがお過ごしですか？楽しく英会話をやってみましょう！ 

まず下の２つの日本語を比べてみましょう。 

 

① 「あなたは田中さんが何歳か知ってますか？」 

② 「あなたは田中さんが何歳だと思いますか？」 

 

いかがでしょうか？「知ってますか」と「思いますか」の違いだけのように見えますよね。 

だから英語にすると 

 

① “Do you know how old Ms. Tanaka is?” 

② “Do you think how old Ms. Tanaka is?” 

 

としがちです。①の英語はＯＫですが、②は残念ながら×なんです。この質問に対するシンプルな

答えを考えてみるとわかります。たとえば「田中さん」が５０歳だと仮定して質問に答えると、 

 

① 「あなたは田中さんが何歳か知ってますか？」  「はい。」 

② 「あなたは田中さんが何歳だと思いますか？」  「５０歳です。」 

 

となり、答え方が違ってきますよね？①は「はい／いいえ」で答えられますが、②は「はい／いいえ」

では答えられません。疑問詞で始まってない文、すなわち “Do you ~? ”“Are you ~?  ” 

“Is this ~?   ” “Have you ~? ” などの文の答えは“Yes / No”になり、疑問詞で始まってる文は

“Yes / No”ではなく、人、物、場所、時、理由、方法などを答えることになります。ですから②の質

問には“Yes / No”では答えられませんので、“Do you ~? ”で文を始めることができません。 

その場合は疑問詞だけを文の初めに持ってきて文を作ります。答えは 

 

① 「あなたは田中さんが何歳か知ってますか？」 ○“Do you know how old Ms. Tanaka is?” 

② 「あなたは田中さんが何歳と思いますか？」 ×“Do you think how old Ms. Tanaka is?” 

  ○“How old do you think Ms. Tanaka is?” 

 

他に  

「彼女がどこに住んでいるか知ってますか？」  “Do you know where she lives?” 

「彼女はどこに住んでいると思いますか？」  “Where do you think she lives?” 

「この車がいくらか知ってますか？」    “Do you know how much this car is?” 

「この車はいくらだと思いますか？」       “How much do you think this car is?”  

となります。  

 

では See you next time!  
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