二次試験の結果がまだでておりませんので、5 級～４級のみ発表します。(順不同 敬省略)
〔新検見川校〕
４級
５級

小野寺 彩華 （中 2）
菅 翔彗 (中１)

瀬戸山 遼 （小 6）

若尾 進之介 （中 1）

中原 京香 （小 4）

小糸 竜生 （小 6）

〔鹿島田校〕
５級

神居 杏奈 （小 6）

亀澤 新之介 （中１）

〔海浜幕張校〕
４級

５級

櫻井 伶 （中２）

岩上 侑生 （小６）

白井 蓮華 （小 4）

劉 駿毅 （小 5）

古屋 渚 （小 6）

林 彩乃 （小 4）

M.O.（小 4）

M.S. (大人)

宮本 智恵理 （小 5）

〔若松幼稚園 課外レッスン〕
５級

上山 日向子 （小 3）

〔田喜野井旭保育園 課外レッスン〕
５級

関口 千夏 （小 6）

Frontier’s new teacher!
鹿島田校の Sean 先生の紹介です！

My name is Sean Beeson
Besides teaching English, I also work with computers.
I am married to a Japanese woman and we have a one-year-old daughter named Anzu.
I grew up in the western part of the United States in Idaho. Idaho has many farms and mountains. It is
very beautiful and has weather similar to Hokkaido. Many small towns in Hokkaido and Tohoku remind
me of my hometown, but Idaho is not by the ocean. Since I have lived in Japan, nine years, I started
to love seafood. I think I would miss Japanese food, if I went back to Idaho.
I hope that teaching English in Japan helps the adults and children that I teach to understand the
world better and helps them express their feels better to the rest of the world.

留学体験記
アメリカでホームステイをした中学２年生の菅翔彗君
の体験記をご紹介します。

僕は 3 月 15 日から 27 日までの約 2 週間、アメリカ東
海岸でホームステイをしました。コネティカット州、ノ
ーフォーク市にあるポーナスリッジミドルスクールに
ホストブラザーと通学し、中学校生活を体験しました。
アメリカでは生活、学校、食事、町の様子などすべてが
日本のそれと違っていて、大変驚きました。
アメリカで出会った人たちは皆とてもやさしく接して
くれました。
英語があまりできない僕のことを理解しようと努力し
てくれましたが、思うように意志を伝えることができま
せんでした。
フロンティアでもっと英語を学び、今度行く時は今より
もコミュニケーションがとれるようになりたいです。
菅

翔彗

韓国英語村留学
前号で紹介した韓国英語村へ行った植田陽香さんにインタビューしました！
Q. 英語村へ行ったときいくつでしたか？
A. 2012 年３月、中 1 のおわりです。
Q. 英語村へ行ったきっかけは何ですか？
A. 英語はしゃべることができても実践する機会がないので試しに行ってみてはどうかとお母さんにすすめ
られました。
Q. 英語村の施設はどうでしたか？
A. 建物がとてもきれいで、街並みがまるでイギリスにいるかのようでした。
Q. 英語村ではどのように過ごしましたか？英語でのコミュニケーションはどうでしたか？
A. 時間割があって教室ごとに違う先生が担当していました。
トランプや工作等をとおして楽しく英語でコミュニケーションをとることができました。ゲームも
英語なので楽しく勉強になりました。
Q. 行って良かったと思うことは何ですか？
A. 向こうでたくさん友達ができたことです。先生も全て英語ですが優しいので良かったです。
Q. 滞在中に困ったことはありましたか？
A. 英語村の中では英語を勉強しているということが前提にありますが、空港での英語や韓国語でのやりと
りがとても緊張しました。
Q. 今後、留学は考えていますか？
A. はい。また来年３月に英語村へ行きたいです。
Q. これから英語村に参加する方へメッセージをお願いします。
A. 英語村に着くとパスポートと呼ばれる冊子をもらいます。授業の始めに質問タイムがあって質問をする
とステッカーがもらえ、がんばった人は最終日にプレゼントがもらえます。
英語村では恥ずかしがらずに自分から英語でどんどんしゃべるようにするといいと思います。
植田さん、インタビューにお答えいただきありがとうございました。
★韓国英語村留学に関する詳細は各校フロントへお気軽にお問合せください★

職場体験学習
韓国英語村のインタビューにお答えいただいた植田陽香さんが当学院に職場体験生として来ました。
Malina 先生と教材の整理や作成、幼稚園での James 先生のアシスタントを体験してもらいました。教材作
成では、ひたすら魚のマグネットを作るという根気のいる作業にも一生懸命に取り組んでくれました。
植田さん、２日間の職場体験お疲れ様でした。
植田さんにお礼状をいただきましたのでご紹介します。

この度は、私の職場体験学習のために貴重な時間を割いていただきまして誠にありがとうございました。
この二日間は、普段の学校生活で学べない貴重な時間となりました。
特に、先生の仕事は教えるだけでなくいろいろ仕事があることに、少し驚きました。
教材づくりには、さまざまな工夫や苦労があり、私もやってみてほとんど手作業で大変でした。
棚を整理したときも、いろいろな教材があってビックリしました。
また、１つ１つのレッスンにも、細かいレッスンプランが決めてあることにも驚きました。
二日目に行った幼稚園もとても楽しかったです。幼稚園でのレッスンは初めて見て、体験しましたが生徒の
レベルにきっちり合わせてやっているのがよくわかり、すごいな、と思いました。しかし、そこが少し大変
でもありました。幼稚園児はとても小さくてかわいくて、いやされましたし、とてもいい経験になりました。
また、私の将来や職業の相談、質問にも１つ１つていねいに答えて頂き、ありがとうございました。嬉しか
ったです。
英語を使う仕事はたくさんあり、逆に英語ができれば、職業を選択するときの視野が広がることがわかり、
簡単で暇な仕事なんてないんだということがわかりました。
このようなことが、自分の将来を考える上で、かけがえのない大切なこととなりました。本当にありがとう
ございました。
これから報告書作成を通して、この貴重な体験をまとめ、今後の進路学習に役立てていきたいと思います。
平成 24 年 6 月 25 日
千葉市稲毛高等学校附属中学校
2 年 植田 陽香

新検見川校紹介
新検見川校はフロンティアの中でも特にアットホームなスクールです。
レッスン前や後の時間を利用して Jun 先生と楽しく ABC の練習や英語の本読みに取り組んでいます。
宿題をやったり単語を覚えたり、学校の話をしたり、ソファでまったり寝てしまっている生徒さんもいます
が・・・お友達やフロンティアのスタッフとふれあいながら楽しく学んでいます。

月曜日のレッスン前の様子です。

フロンティアにきたら・・・“ Hello! How are you?” と先生やお友達にごあいさつ！
出席表をつけるとき・・・“ May I have a stamp / a pen, please?”
単語の用紙をもらうとき・・・
“ May I have a piece of paper, please?”
シールをもらうとき・・・“ May I have a sticker, please?”
教室に入る時・・・
“ May I come in?”
キャンディーをもらうとき・・・“ May I have a candy, please?”
その他、“ Here you are.”, “Thank you!”, “See you!”等、先生やお友達とやりとりするなかで自然
に英語を身につけていきます。
ぜひお家でも練習してみてください☆

英検

2012 年度

第２回

一次試験

10 月 14 日（日）

二次試験

11 月 11 日（日）

受付期間

児童英検、漢字検定受験をご希望の方はご相談ください。

8 月 1 日～9 月 14 日

