
 

 

各スクールのハロウィンウィークの様子です。 

仮装してTrick or Treatして、コスチュームコンテストを行ったスクールもありました。 

今年もこわ～い仮装、かわいい仮装、ユニークな仮装がいっぱいです！ 
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Mary Ann 

There are many ways to do fun Halloween things like 

costume contests, parties and trick-or-treating.  

Thank you for your participation and showing your 

great costumes.  

I have always enjoyed Halloween more than they do. 

Best Costume 
2nd place 
Oyumino

Ikumi 

First of all, I want to say congratulations 

to those who got the prize! You did an 

amazing job dressing yourselves nicely.  

I’m very impressed with all the students’ 

costumes. I already can’t wait for next 

year’s Halloween!!  

Best Costume 
1st place 
Oyumino



 

 

Ricky 

This year there were many wonderful, high quality costumes from famous anime 

characters like All Might, Tanjiro, Harry Potter, etc. and even cute ones like fairies, 

cats, and princesses. This year it was very tough to choose a favorite. Congrats to 

everyone who participated and I look forward to next year.  

マスク着用で写真コンテストのみのハロウィン2年目ですが、大人も子供も怖くて

かわいい仮装を頑張ってくれました。 

Best Costume 
2nd place 
Okubo
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Best Costume 
3rd place 
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準2級  牧野 瑞樹 (中1)  

3級   椿 岳大 (中2)  

4級    

泉 翔大 (中2) 市原 皐生 (中1) 

緒方 友都 (中1) 小枝 千鶴 (中1) 

M. H. (中1)  

上田 実明 (中1) 加藤 愛翔 (小4) 

5級   清岡 優芽 (小6) 小枝 史佳 (小5) 

山中 美空 (小6)  

【京成大久保校】 

4級 塚田 明日香 (小6) E. F. (小5) 

鈴木 芙実 (小5) 川田 脩真 (小5) 

5級  生垣 佑起 (小5) H.I. (小4) 

R. N. (小5)  

【鹿島田校】 

2021年第2回 

2級 K. O. (一般) N. M. (一般)   

準2級  
藤澤 みな (中2) 中村 月音 (中3) N. K. (中3) H. O. (高2) 

C. O. (中1) Y. W. (高1) R. T. (中3) M. K. (中2) 

3級   
奥田 あさひ (小5) R. A. (小3) N. T. (中3) M. N. (中2) 

M. F. (小6) Y. M. (中1) M. W. (中3)  

4級   

内川 礼夏 (小5) 西田 成美 (小6) A. I. (小6) R. K. (小5) 

K. K. (中2) K. G. (中2) H. S. (中1) N. N. (中1) 

M. N. (中1) A. K. (一般)   

礒部 悠太 (小5) 福田 美蘭 (小4) A. A. (中1) M. I. (中1) 
5級   

K. I. (小5) R. K. (小5)   

【新検見川校】 

※ 学年は合格時のものです。 

準1級     上村 祐介 (中2) K. F. (高3)   

2級  Y. K. (中2) K. K. (小3) C. O. (一般)  

準2級  
坂本 遥 (中2) T. A. (小1) K.O. (小6) K. G. (中3) 

K. M. (中3) R. Y. (小5) K. Y. (中2) Y. O. (中3) 

3級  

棚瀬 堅介 (小4) 松永 諒 (小4) R.O. （小3) T. A. (中2) 

A. O. (小5) N. T. (中3) M. N. (中2) M. F. (小6) 

Y. M. (中1) M. W. (中3)   

4級    

行木 虹七 (中1) A. I. (小6) A. U. (小5) R. K. (小5) 

A. K. (一般) K. G. (中2) H. S. (中1) N. N. (小6) 

M. N. (中1)    

金山 優菜 (中1) 松岡 優奈 (小3) R. O. (小3) K. K. (中2) 

5級   

K. K. (中2) R. K. (小6) Y. K. (小5) S. S. (小6) 

T. S. (小3) K. T. (小3) M. M. (小6) M. Y. (中2) 

A. A. (中1) M. I. (中1) S. I. (小5) Y. I. (小5) 

R. K. (小5) M. F. (小4)   

【海浜幕張校】 

4級 A. K. (一般) 

【おゆみ野校】 

5級   
清水 翔 (小6) 北尾 柚稀 (小5) 

高橋 広大 (小3) 末田 翼 (小3) 

【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。 

2021年第1回 

2級 本澤 應真 (高2) H. I. (中3)  

準2級   

渡部 明理 (小6) 鈴木 蒼太 (中2) 牧 碧美 (中3) 

R. M. (中3) M. W. (中2) K. H. (中3) 

A. T. (高3) Y. H. (中2)  

3級   

M. T. (中1) Y. I. (中1) K. N. (中2) 

M. T. (中2) R. M. (中3) Y. M. (中3) 

A. O. (中3) H. K. (中3) K. N. (中3) 

4級   

Y. S. (中2) M. O. (中2) Y. S. (中2) 

R. A. (中1) Y. M. (中1) H. K. (小5) 

R. A. (小3) K. N. (小1) R. H. (小1) 

5級   

平沢 瑠夏 (小3) 清川 智美 (小4) 藤山 紗羽 (小5) 

鈴木 礼穏 (小6) 谷口 真琴 (小6) 吉田 彩花 (小6) 

伊藤 千紗 (小4) A. Y. (小3) M. Y. (小5) 

【新検見川校】 

※ 学年は合格時のものです。 

準2級  小﨑 渚亜 （中1）  

3級    
佐藤 寿々菜 （中3） 大﨑 有華 （中3） 

入山 翔太 （中2） Y. B. （中1） 

4級   清岡 拓馬 （中2）  

【京成大久保校】 

2級 久保 凛乃 (高1)  

3級 高橋 光祐 (中2)  

4級 田中 結奈 (中1) Y. K. (小6) 

佐伯 歩乃果 (小6) 長野 陽樹 (中1) 

5級  室岡 祐希 (中1) Y. S. (中1) 

E. F. (小5)  

【鹿島田校】 

準1級     S. O. (高3)  

島添 えま (中3) 鈴木 愛莉 （中3) 
準2級  

髙橋 優月 (小4)  

3級 小田島 昊成 (中2) 髙橋 真菜 (中1) 

4級   佐々木 悠翔 (小4)  

5級  大槻 れあ (小4) 冨田 美柚 (小6) 

【海浜幕張校】 

5級 管家 慶人 (小3) 中西 梨緒 (小6) 

【おゆみ野校】 

5級   

並木 結菜 (小6) 大野 周平 (小5) 

石川 悠莉 (小5） K. N.  (小5） 

N. Y.  (小5）  

【若松幼稚園 課外レッスン】 

4級 Y. U. (中3) 

【冨士見第二幼稚園 課外レッスン】 

2020年第3回 

準1級 T. K. (小6) 

2級 H. N. (高1) 

3級  
中村 月音 (中2) 

藤澤 みな (中1) 

【新検見川校】 

※ 3級以上のみ掲載しています。 

 4級・5級はフロンティアニュースvol.69をご覧ください。 

※ 学年は合格時のものです。 

2級  伊藤 夏鈴 （高1） 椿 雄悟 (高1) 

準2級 綾垣 心央 （中2） S. T. （中2） 

3級 津澤 希美 （中1） S. U. （中1） 

【京成大久保校】 

2級 西 花奈 (中2) 

【鹿島田校】 

2級  神谷 涼菜 (中2)  

準2級 濵野 歩真 (中2)  

3級  R. U. (小5) M. S. (小2) 

【海浜幕張校】 

Silver  T. Y. (小2) 

【若松幼稚園 課外レッスン】 

* 学年は受験時のものです。 2021年第1回 

Gold   
坂本 さくら (小3) 田畑 将吾 (小3) 

田畑 奈瑠海 (小5) 松岡 優奈 (小3) 

井上 創介 (小4) 君島 怜央 (小2) 
Silver  

坂本 光 (小3)  

Bronze  伊藤 向日葵 (年中)  

【海浜幕張校】 

Gold  平岩 悠 (小5)  

福島 紗菜 (小5) 武田 怜 (小2) 
 Silver  

鈴木 帆野香 (小1)  

Bronze 橋本 椋 (小4) 那須 柚希 (小2) 

【おゆみ野校】 

Silver  山本 莉奈 (小2) 

【冨士見第二幼稚園 課外レッスン】 

Gold 多田 彩音 (小3)  

Silver  伊藤 光希 (小4) R. H. (小3) 

Bronze 伊東 匠登 (小4) 藤野 真啓 (小2) 

【新検見川校】 



 

 

Gold 伊藤 千紗 (小3)  

多田 彩音 (小2) 福田 美蘭 (小3) 
Silver  

谷口 真琴 (小5)  

Bronze 杉原 未玖斗 (小1) K. U. (小2) 

【新検見川校】 

* 学年は受験時のものです。 2020年第3回 

Gold     

小枝 史佳（小4） 田丸 柚花（小4） 

加藤 愛翔（小3） 川手 オリビア（小3） 

A. B. （小3）  

Silver  

山中 美空（小5） 原口 景弥（小3） 

相澤 空杜（小2） 王 雨萌（小2） 

杉山 千陽（小2） R. T. （小2) 

秋山 琴羽（小3） 青木 修弥（小2） 

Bronze   関口 英志（小1） 大西 遥香（小1） 

A. H. （小1）  

【京成大久保校】 

Gold  
石橋 一馬 (小4) 大野 琳央 (小2) 

平田 美瑠 (小3)  

Silver  
井出 紘亜 (小3) 田畑 将吾 (小2) 

田畑 奈瑠海 (小4) 松岡 優奈 (小2) 

小倉 結奈 (小1) 君島 怜央 (小1) 
Bronze   

坂本 光 (小2) 松本 周 (小1) 

【海浜幕張校】 

管家 慶人 (小2) 平岩 悠 (小4) 
Silver   

A. O. (小3)  

Bronze  鈴木 帆野香 (年長) H. S. (小3) 

【おゆみ野校】 
Gold    宮原 万依 (小4) N. Y. (小6) 

Silver  千葉 帆夏 (小2) A. A. (小2) 

Bronze 堀江 凰介 (小2) A. N. (小1) 

【若松幼稚園 課外レッスン】 

京成大久保校の 

山中 美空ちゃん（小5）が、 

英検Jr Silver 正答率100% 

を記録しました！ 

* 学年は合格時のものです。 

5級 張本 孝信 (中1)  

6級 鈴木 絢女 (小5)  

7級 内川 礼夏 (小5) 福田 美蘭 (小4) 

9級 平沢 瑠夏 (小3) K. U. (小3) 

10級 所 佳澄 (小2) 神永 遙真 (小2) 

【新検見川校】 

2021年6月実施 

6級 清岡 優芽 (小6) 

【京成大久保校】 

* 学年は合格時のものです。 2021年1月実施 

7級 白水 禄 （小4） 

【京成大久保校】 

8級 伊東 匠登 (小3) 

【新検見川校】 （2021年2月実施） 

2級 A. K. (一般) 

E. T. (一般) 
3級  

H. T. (一般) 

9級 管家 慶人 (小2) 

10級 武田 怜 (小1) 

【おゆみ野校】 

新検見川校の 

伊東 匠登くん (小3) が、 

8級満点で表彰されました！ 

6級 A. I. (小5)  

7級  

藤山 紗羽 (小4) 奥田 あさひ (小4) 

伊藤 光希 (小3) 礒部 悠太 (小4) 

鈴木 絢女 (小4) R. K. (小5) 

K. K. (小5) K. T. (小5) 

8級 伊藤 千紗 (小3) 福田 美蘭 (小3) 

9級 福岡 樹輝 (小2)  

10級 小池 遥 (小1)  

【新検見川校】 

コンビニ英会話 Useful Expressions No 17 

今回はお別れ時に使えるフレーズです。 よく使う言葉に、 

 

“Thank you for everything you have done for me. ”  

「私のためにあなたがしてくれたことすべてに対してありがとうございます。」 

“I really appreciate it.” 「本当に感謝しています。」 

 

がありますが、会話的に言うと、「今までいろいろありがとうございました。」 ということになります。 

出張に行って、現地のお世話になった方とお別れして帰国するとき、 

握手をしながらこのフレーズを使ってみましょう。 

いかがでしたか？ではSee you next time! 

3級 鈴木 愛莉 （中2） 

【海浜幕張校】 

 


