平成27年度 日本英語検定協会 成績優秀団体選耂委員会 による奨励賞を受賞！
フロンティア外語学院創立25周年の今、日本英語検定協会の平成27年度成績優秀団体選耂委員会におい
て奨励賞を受賞しました。年3回のすべての検定に準会場として申込みをして、英語教育に貢献していること
を賞されたものです。生徒さんや保護者の皆様、外部の皆様にも日頃から英検実施にご協力をいただきあ
りがとうございます。改めてお礼を申し上げます。今後も講師、スタッフ一同、英語の上達を目指す皆様のサ
ポートに努めて参りますので宜しくお願い致します。

◆ サマーキャンプのお知らせ
一昨年は森の中で思いっきり英語漬けになって、昨年はマザー牧場で牧場ならではの動物と触れ合いまし
たね。今年は7月22日（金）にフロンティア外語学院創立25周年を記念して千葉県シークレットキャンプを企画
しています！ 今年も教室の外で房総半島の豊な自然に触れながら、たくさん英語を使って楽しみましょう！
お申込みのご案内は6月下旬に各校フロントで配布予定です。ホームページでもご覧いただけます。
フロンティアの生徒さんではないお友達や英語は初めてというお友達もぜひお気軽にご参加ください。
幼稚園や保育園からお申込みのお子様は、新検見川校 043-272-0043 へお問合せください。
体験学習を通して教室英語とは違った英語の楽しさに触れてみてはいかがでしょうか。

◆ フロンティア専任講師の紹介
新任の講師や以前、フロンティアに勤務をしていた講師が戻って来ました！先生たちのプロフィールを載せ
たので次のページをご覧ください。

コンビニ英会話
みなさま、英会話の調子はいかがですか？ 「コンビニ英会話」をみなさんに発行させて頂きます。
英会話で本当に役立つフレーズなどをお届いたしますので、楽しんで英会話を学習しましょう！
Useful Expressions No 1

さて、記念すべき第一回目は皆さんがアメリカでホームパーティに招待されたという設定です。皆さんは、夕方四時に「今
晩うちにパーティーに来ないか」と誘われました。何時に行けばいいのかと尋ねたところ、
Please come to my house in three hours. と言われました。みなさんなら何時に着くように訪問しますか？
①6時 ②6時30分 ③6時50分 ④7時10分 ⑤7時30分
ポイントは「in」という前置詞の意味にあります。私たち日本人は「in」という前置詞をこのように使われると「～以内に」と耂
えてしまいがちです。ですから上の文だと、「３時間以内に来てください。」という意味だと判断し、今４時なので遅くとも７時
までには行かなくちゃと耂えて上の選択肢の1,2,3のどれかを選んでしまいそうですね。しかし「～以内」と言う場合は
「within」を使うのが普通です。
実は前置詞「in」には（今を基準として「～後」）という意味があります。「～後」というと、after, laterを思いつく人が多いと思
いますが、「今から一週間後」とか「今から二年後」のように今を基準として「～後」の場合はafter, laterは使えません。
つまり、上の文は「三時間たったら（三時間後に）来てね。」という意味になります。外国ではお客さんとして招かれる場合
はホストが準備に忙しい時間に訪問することで迷惑にならないように、指定された時間を少し過ぎた頃に行くのが一般的
です。ですから④の7時10分に着くように行くのがベストだと思います。 ではSee you!

Frontier’s Teachers
お待たせしました！6月からMary Ann先生とRachel
先生のレッスンがいよいよ始まりました！4月から代
講等の対応にご協力いただいていた皆様、ありがと
うございました。
Rachel先生はフロリダ出身で、京都や吉祥寺に住ん
でいたこともあるんだそうです！甘いもの好きの真
面目な先生ですので皆様、宜しくお願い致します。
Mary Ann先生は2009年までフロンティアの新検見川
校、海浜幕張校や鹿島田校の他、若松幼稚園や田
喜野井旭こども園で出張レッスンをしていた先生な
のでご存知の方もいらっしゃるかもしれません。
そして、Paul先生を覚えている方もいらっしゃいます
か？2010年頃までフロンティアの海浜幕張校で、
2007年までは京成大久保校で勤務していた先生で
す。今は月曜日に京成大久保校、土曜日に海浜幕
張校でレッスンをしています。
とってもフレンドリーな先生たちなので先生について
もっと知りたい方やレッスンについて知りたい方もお
気軽にお声かけください。

What’s your name?
Mary Ann Santos
Where are you from?
Philippines
When’s your birthday?
June 4th
What’s your favorite food?
My favorite food is pasta.
What’s your favorite word?
I like the word “paradise.”
What are your hobbies?
Surfing Internet, chatting with friends, and
watching movies.
Message to Frontier’s students:
I’m so excited to meet you and let’s have fun in
learning English together.

What’s your name?
My name is Rachel Jernigan.
Where are you from?
I’m from America.
When’s your birthday?
January 22nd, 1984
What’s your favorite food?
Hmm...cake and ice cream, I think!
What’s your favorite word?
milquetoast. (It means “boring”but it sounds
so cute.)
What are your hobbies?
I like to write, draw, listen to music, and play
on the internet.
Message to Frontier’s students:
I’m looking forward to working with you all!
I think I will learn as much from you as you will
learn from me!

What’s your name?
Paul
Where are you from?
Canada
When’s your birthday?
October 11th
What’s your favorite food?
Sushi
What’s your favorite word?
“Kamoshirenai” “You can do it!”
What are your hobbies?
Judo, exercise and swimming
Message to Frontier’s students:
Let’s enjoy learning and progressing your
English skill!

2015年第3回
* 学年は合格時のものです。

【海浜幕張校】

【新検見川校】
2級

菅 翔彗 (高2）

準2級 M. S. (中1)

S. Y. (小2)

3級

H. T. (中2）

3級

A. H. (中1)

4級

篠島 のぞみ (小6）

菅 羽音 (小5）

杉山 海輝 (中1）

溝部 莉子 (小3）

嶋村 颯真 (小5）

高橋 ひとみ (小5）

5級

N. Y. (中1)
4級

【鹿島田校】
準2級 島田 智久 （高１）
3級

田中 優冴 （小６）

4級

菅原 慧 （小３）

5級

岩澤 璃奈 （小２）

R. K. (中2)

5級

坂尻 怜緒菜 (小5)

坂田 温哉 (中2)

七条 青冴 (小3)

Y. N. (中1)

Y. M. (中2)

R. K. (小3)

M. A. (中1)

R. H. (中1)

坂田 千花 (小1)

高橋 拡希 （中１）

田中 琉暉 （小４）

次回の英検・児童英検・漢検の日程は、
各校へお問い合わせください。

【京成大久保校】
4級

津澤 美裕（小6）

岳井 遥司（小6）

2015年第3回
* 学年は受験時のものです。
【新検見川校】
Gold

永井 和暖 (小4）

Bronze

永井 佳蓮 (小2）

清水 葵 (小5）

【鹿島田校】
Gold

【海浜幕張校】
Gold

海老原 陵 （小3）

篠﨑 菜々海 （小3）

Silver

植木 颯大 （小3）

水戸 佳吾 （小2）

Bronze

田中 雄大 (小1)

M. K. （小3）

Silver

Bronze

加藤 廉治 （小3）

賀戸 大智 （小3）

宮久地 大河 （小3）

兼重 怜央 （小4）

久保 凜乃 （小4）

作山 雄祐 （小6）

岩澤 璃奈 （小2）

皆川 優生 （小3）

冨田 悠乃 （小5）

澤田 翔英 （小5）

皆川 咲和 （年長）

中西 陽愛 （小1）

佐々木 周 （小2）

松本 亮翔 （小3）

【京成大久保校】
Silver

Bronze

宮本 みゆう （小4）

伊藤 汐音 （小2）

Y.N （小1）

Y.B （小1）

Gold

榛葉 百恵 （小4）

岳井 愛乃 （小3）

津澤 希美 （小2）

Bronze

松浦 愛莉 （小1）

【冨士見幼稚園 課外レッスン】

今川 幸太郎（小1）

【若松幼稚園 課外レッスン】
Gold

Silver

丹羽 壱哉 （小2）

宮原 蒼衣 (小3）

清水 遥菜 （小3）

Y. N. （小3）

坂本 來瞳 （小1）

坂本 優太 （小1）

田原 拓実 （小1）

A. N. （小1）

千葉 彩華 (小3）

並木 陽菜 （小3）

小林 琉吾 （小2）

大川原 颯空 （小1）

2015年10月～2016年3月まで休まずがんばりました☆

【新検見川校】

【鹿島田校】

菊池 彩乃 (小3)

出川 創太 (小5)

落合 寿和 (小3）

大島 杏奈 （年長）

伊東 和真 （年長）

小杉 恵和 (小4）

稲 あすみ (小4）

清水 葵 (小5）

中西 陽愛 （小１）

兼重 瑠伽 （小１）

林田 心優 (小4）

浦山 任瑚 (小6）

Y. W. （小4）

室岡 祐希 （小１）

菅沼 青衣 （小２）

浦山 真槻 (小4）

菅 羽音 (小5）

永井 佳蓮 (小2）

遠藤 優衣 (小3）

篠島 のぞみ (小6）

A. Y. （小5）

宮久地 大河 （小３） 松本 亮翔 （小３）
天野 馨 （小６）

作山 雄祐 （小６）

澤田 翔瑛 (小5)
【海浜幕張校】

【京成大久保校】

水戸 佳吾 （小2）

野田 和花 （小6）

伊藤 光希 (小5)

椿 雄悟 （小5）

飯塚 大耀 （小1）

海老原 陵 (小3)

植木 颯大 (小3)

長岡 航 (小4)

横山 太一 （小5）

岳井 愛乃 （小3）

K. K. （小6）

G. N. (小6)

R. T. (小3)

後藤 玲奈 （小4）

Y.B （小1）

* 学年は皆勤賞取得時のものです。

* 学年は合格時のものです。
【新検見川校】
5級

篠島 のぞみ (小6）

7級

加納 正義 (小4)

【海浜幕張校】

林田 心優 (小4）

3級

A. H. (中1)

7級

増川 芽壱 （小3）

【若松幼稚園 課外レッスン】
7級

安河内 優花 （小3）

8級

並木 陽菜 （小3）

9級

丹羽 壱哉 （小2）

You did it!

