7月24日（木）にフロンティアの先生や仲間たちとマザー牧場に行きます！
このキャンプでは行きのバスから英語で自己紹介や歌を歌って一日を通してたくさん英語に触れられるように今年も先生
やスタッフが楽しいゲームや食事を企画しているので楽しみにお待ちください。
英語は初めてというお子さんやフロンティアに通っていないお友達や兄弟もご参加いただけます。

実施要項
【場所】

マザー牧場 千葉県富津市田倉940-3

【対象年齢】 年長さん以上～ ☆外部のお友達も大歓迎☆
【定員】

25名

【料金】

13,800円

料金に含まれるもの・・・バス代、食事代 （昼食１回・おやつ）、英会話レッスン料、
保険、施設使用料、他。
注意：集合場所までの往復交通費は別途かかります。

【申込方法】

参加申込書をご記入の上、参加費用を添えて各校の受付で 7月16日（木）までにお申し込みください。

【集合場所】

新検見川校、海浜幕張校、鹿島田校、京成大久保校、おゆみ野校
バスで各校のスタッフが引率します。

【予定スタッフ】

James・Laura・Ivy・Ricky・管家・飯田・中川・鎌倉・平野・高橋

オーストラリア、グアム、フィリピン、韓国の英語村など行先も様々で、現地の語学スクールによる英語研修やプライベート
授業を行うジュニア専門学校の他、小・中・高と年齢別にコースが用意されている研修旅行もあるので目的や自分のレベ
ルにあったプログラムをお選びいただけます。ボタニックガーデンでの野外活動など、その国ならではの特別な体験ができ
るプログラムもあります。
各校フロントでパンフレットをご用意しています。ご希望の方は締切間近ですのでお早目にお申込みください。

4月25日に発生した地震で甚大な被害が出ているネパールへの募金
の受付を海浜幕張校で実施しています。
お預かりした寄付金はフロンティアのハロウィンパレードで毎年お世
話になっている幕張ベイタウン5番街のネパール料理店Jay Nepalさん
を通じて被害の支援に使用されます。
皆様のご支援をどうぞよろしくお願い致します。

フロンティアの生徒の皆さんも
フロンティアニュースに載せたい
ことがありましたら各校フロント
へお知らせください。

昨年9月、新検見川校の 川崎 愛香里さんが
千葉市中学スピーチコンテストexhibitionの部で1位を受賞しました。
おめでとうございます！
インターナショナルスクールで日本式のお弁当に対する友達の反応、
おばあさんの家で食べるおせち料理の体験を通して、日本の伝統文化「日本食」について述べています。

How much have you ever got fascinated by the Japanese culture? If you only live in Japan, I think you may
not notice the original beauty of Japan which I have enjoyed almost every day.
I had lived in Chiba for three and a half years. And I had studied in an international school. I had met lots of
children from all over the world with different background. As you know, it was not so easy to get along with
friends but once you understood each other, it is very fun to be with them.
When I was in first grade, we brought our lunch box from home for a filed trip. My mother made me a sushi roll
with seaweed wrapped around it called norimaki. My friends saw it and said, “Wow. It’s so cool. ”
My friend asked me to give her one norimaki roll. And another asked me the same. So I gave it to
almost everyone. I had one roll left but I wasn’t sad. I felt happier and more satisfied. I was even
very proud of being a Japanese whose food was loved by everyone! This is one opportunity I started to get
interested in Japanese traditional food which is not simple in its appearance of taste but also contributes
comfort to me and satisfaction.
5 years ago, I found the food that I was fascinated the most. That is Osechi. I have eaten it since I was little. I
used to go to my grandmother’s house and spend new years day together. By that year and by her amazing
and wonderful stories about it, Osechi became a special and favorite food for me.
Some of you have already known that Osechi is the Japan’s original dish for celebration that we eat
only in new year’s day. Each Osechi dish is served into a black box. Inside this special box, there are
kurikinton, kamaboko, kuromame and other scrumptious foods. Kurikinton is a mashed sweet potatoes
with sweetened chestnuts colored golden yellow. It represents an image of treasure and money. Kamaboko is
a kind of minced fish colored pink and white. Those two types of color are the most essential for Japanese.
Pink stands for happiness and joy. While white stands for sacred. Kuromame is a black soy bean which was
simmered to make it sweet. For us a bean is a symbolic for a good health and longer life.
Is there any food around the world that will promise a good wealth and a long life? In addition, we believe that
Osechi will promise a good wealth and a long life. So for those people who just heard about it for the first
time, I hope you understand and respect our traditions and beliefs that Osechi is not just a food in a box but
it’s one of the most valuable and important traditional foods in Japan.
And I, as a young Japanese girl encourage all of you to continue this incredible tradition of making, sharing and
eating Osechi. Let us all see its beauty, its meaning and of course enjoy the taste of this authentic Japanese
food.

フロンティアのIvy先生からのコメント
At her young age, Akari proved that success is just a matter of dedication and perseverance.
It was not easy for her in the beginning so as her mentor, I challenged her to come out of her shell and let
people see her outstanding abilities. Surprisingly, she did it and all of her hard-work paid off. She got 1st
place on the speech competition and made everybody proud. Great job, Akari!

2014年10月～2015年3月まで休まずがんばりました☆

* 学年は皆勤賞取得時のものです。

【鹿島田校】

【新検見川校】
網倉 寛人 （小2）

野瀬 ななか （小5）

尾脇 美音 （小6）

作山 優姫 （年中）

高村 晴 （年長）

加納 正義 （小3）

菅 羽音 （小4）

浅野 なつみ （小4）

菅沼 青衣 （小1）

宮久地 大河 （小2）

松本 亮翔 （小2）

兼重 怜央 （小3）

大川 叶羽 （小3）

澤田 翔瑛 （小4）

西村 有香 （小4）

河島 怜 （小6）

篠島 のぞみ （小5） 野口 美織 （小5）

【海浜幕張校】
野田 和花 （小5）

佐々木 詩音 （小4） 辻本 優菜 （小5）

長井 俊太 （小1）

奥山 悠斗 （小2）

田端 彩乃 （小3）

辻本 晴菜 （小4）

竹内 凌 （小4）

森 皇海 （小2）

加畑 宏太郎 （小4） 大塚 秋音 （小4）

吉成 亮人 （小4）

名知 龍之介 （小1） M.K. （小2）

【京成大久保校】
山田 慶次朗（小5）

飯塚 大耀（年長）

椿 雄悟（小4）

櫻木 翔馬（小5）

2014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】

準2級 R. Y. （小2）

2級

R. S. （高2）

3級

塩田 夏帆 （中1）

水内 久慶 （中1）

3級

川島 大河 （中1）

菅 飛花 （中2）

高田 浩太郎 （中2）

4級

R. K. （中2）

5級

海老原 樹里 （小4） 本多 なな子 （小4）

R. I. （中1）
4級

坪内 晴子 （中1）

I. H. （小6）
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加納 正義 （小3）

【鹿島田校】

T. A. （中1）

石井 孝典 （小5）

羽場 実佑 （小3）
5級

野田 悠介 （中2）

4級

朝倉 宏韻 （小2）

5級

宮野 ひらり （小2）

【京成大久保校】

4級

田中 優冴 （小5）

4級

金井 瑠那（中１）

5級

高橋 拡希 （小6）

5級

伊藤 夏鈴（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。

中村 駿介（中１）
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* 学年は受験時のものです。

【新検見川校】
Gold

浅野 夏未 （小4）

Silver

Bronze

【海浜幕張校】
Silver

名川 岳志 （小5）

植木 颯大 （小2）

高橋 ひとみ （小4）

河野 碧 （小3）

萱野 香乃葉 （小1） 野口 愛純 （小3）

森川 智之 （小4）

七条 青冴 （小2）

宗廣 海里 （小2）

永井 和暖 （小3）

篠﨑 菜々海 （小2） 海老原 陵 （小2）
Bronze

林 丈 （小3）

大塚 秋音 （小4）

濵野 晃真 （年長）

名知 龍之介 （小1） 水戸 佳吾 （小1）

【鹿島田校】
Gold

田中 琉暉 （小3）

上栁 結子 （小4）

松本 夏葵 （小4）

Silver

西村 有香 （小4）

米塚 健太 （小5）

兼重 怜央 （小3）

宮久地 大河 （小2） 久保 凛乃 （小3）

川上 詩希 （小2）

天野 馨 （小5）

加藤 廉治 （小2）

賀戸 大智 （小2）

細井 開 （小3）

作山 雄祐 （小5）

岩澤 璃奈 （小1）

皆川 優生 （小3）

Bronze

【おゆみ野校】

【京成大久保校】
Gold

中村なつみ （小5）

椿 雄悟（小4）

Silver

太田 光星（小5）

小林 優心（小5）

Bronze

津澤 希美（小1）

【若松幼稚園 課外レッスン】

Bronze

大塚 遥心 （小1）

吹田 遼太朗（小1）

【冨士見幼稚園 課外レッスン】

Silver

並木 陽菜 （小2）

Bronze

野原 彩華羽（年長） 大川原 颯空（年長）

Silver

松浦 里奈 （小4）

榛葉 百恵 （小3）

* 学年は合格時のものです。

【新検見川校】
3級

菅 飛花 （中2）

7級

菅 羽音 （小4）

8級

小杉 恵和 （小3）

9級

3級

R. O. （中1）

浦山 任瑚 （小5）

5級

林 彩乃 （小6）

林田 心優 （小3）

8級

林 丈 （小3）

加納 正義 （小3）

9級

増川 芽壱 （小2）

浦山 真槻 （小3）

10級

濵野 歩真 （小2）

【若松幼稚園 課外レッスン】
10級

【海浜幕張校】

丹羽 壱哉 （小1）

名川 岳志 （小5）

