Easter Party

2012

4 月 15 日に海浜幕張校と 4 月 22 日に鹿島田校でイースターパーティーを行いました。
もっと生徒さんたちに海外の文化を体験してもらいたいという講師からの提案で去年から始
まったばかりのパーティーですが今年も定員を上回る参加があり、とても盛り上がりました。

On April 15th, 2012 we had an Easter party at the
Kaihinmakuhari school.
April 8th was Easter day this year, and we had the party
one week later. Children from the age of four to nine
participated.
We played games such as “What’s this?” “Shape game”
and “Easter bingo”. After playing games we did egg
coloring. We decorated the eggs with dye, crayons and
stickers. Everyone made such great eggs! After the egg
coloring, we went outside to a park for an egg hunt!
Everyone had a lot of fun looking for the eggs and finding
chocolate in the eggs! I’m so thankful to everyone who
helped with this party to make it a really great party!
Thank you!

4 月 22 日(日)鹿島田校で Easter Party を
行いました。
鹿島田校ではこの様な季節の行事は初め
てです。
室内でゲーム、本の読み聞かせ、カラフ
ルなイースターエッグ作りなど Malina 先
生の練り上げたプログラムで盛り上がり
ました。
飯田・安藤

2011 年 10 月～2012 年 3 月実施 敬称略
〔新検見川校〕
牧 碧美 （年中）

落合 寿和 （年中）

粕谷 莉沙 (小 4）

水内 俊哉 (中１）

小谷崎 竜馬 (小 5)

林 彩乃 (小 3)

萱野 響 (小 2)

〔鹿嶋田校〕
上栁 結子 (小 1)
〔海浜幕張校〕
古屋 孝輔 (小 5)

＊学年は３月末時点での記載になります。順不同。

Frontier’s new teacher!
フロンティアに新しい先生がやってきました！
Ivy (アイビー先生)です。新検見川校や海浜幕張校で見
かけたらぜひみなさん声をかけて英語で自己紹介してみ
ましょう！
Name: Ivy Gimena Vosotros
Hometown: Manila, Phillipines
Birthday: June, 3rd
Message to Frontier students:
Hello, everyone! It’s my first time here in Japan and I’m
very thankful to be one of Frontier’s teachers. I love to
eat chocolates, cakes and ice cream. I really enjoy
teaching kid and sharing my knowledge. Just have fun
learning English. Keep it up!

新検見川校からのご報告

大学合格おめでとうございます。
新検見川校では今年の冬、３名の大学受験生がいました。なんと、３名、全員が合格！！
板倉 宏哲君・・・明治大学合格
樫浦 天音さん・・・・明治大学合格
長谷川 翼君・・・・千葉大学合格

板倉君は中学 1 年生からフロンティアに去年の 12 月まで休まず、大学受験勉強と同時
進行で英検準１級を目指して、新検見川校に通っていました。そして、見事、両方とも
合格。
柏浦さんは高校 1 年生から、長谷川君は小学校 3 年生から今年の 1 月まで休まず、受講
していました。二人の共通点は、英会話の授業を、受験勉強の気分転換として利用して
いたように見受けられました。また、高校が早く終わった日は早く来校して、自習をし
たりして、勉強時間とフロンティアを有効に使っていました。
長谷川君は 5 月から TOIEC のスコアアップを目指して、尾上先生で受講開始です。

ご就職おめでとうございます。
古舘いずみさん・・・古舘さんは小学校 5 年生から、今年千葉大学を卒業するまで休ま
ずフロンティアに通ってくれていましたが、就職が決まり、今年の春から社会人として
ご活躍されます。勤務地の都合上、フロンティアを卒業となりました。
今後も古舘さんのご活躍を、スタッフ一同楽しみにしています。

夏休み英語村留学
英語村とは？
韓国にある英語教育機関です。今回ご案内するパジュ村は韓国で造られた 40 以上ある英語村の中で
最大規模のものだそうです。
村にはネイティブ講師 100 名以上が常時滞在しており、教室内はもちろんのこと学生寮から街の買い
物まで常に英語漬けの環境で、英語村内の本物のような警察署や病院、寮でも必要な英語を学び英語
でやりとりをします。
滞在中はユニークなプログラムを受けながら、実体験を通して英語を自然に身に着けていきます。
また、現地では英語を介さないとお友達とコミュニケーションがとれないので、英語を学習する目的
意識や学習意欲を高める効果もあるようです。
いつもの学習に加え、生活としての英語を体験してみてはいかがでしょうか。

もっと詳しく知りたいという方のために英語村留学企画担当の方による説明会を 6 月に予定してい
ます。ご希望の方は 6 月 6 日夕方 5:00 までに各校フロントでご予約ください。
新検見川校 043-272-0043

海浜幕張校 043-273-0050
日時：6 月 9 日（土）
12:00-1:00pm
会場：海浜幕張校

次回検定のお知らせ
漢字検定

テスト日：

7 月頃

申込み締切日： 6 月 8 日（金）
受験をご希望の方は各校のフロントでお申込みください。
模擬試験も受け付けています。お気軽にご予約ください。

サマーキャンプ
毎年恒例のサマーキャンプを 7 月 25 日（水）に企画しています。場所はとある場所です。
今年も 1 日中英語漬けになって楽しい思い出を作りましょう！！詳しくは後日お知らせします！

