2012 年第１回、2 次試験の結果がでましたので３級～２級のみ発表します。(順不同 敬省略)
〔新検見川校〕
準２級

〔海浜幕張校〕

佐々木 夏葉 （中 3）

〔鹿島田校〕
３級
準２級

折腹 くるみ （中 3）

神居 隆 （一般）

平山 裕暉 (中 2)

K.T. （高 2）

T.K. （高 2）

榎本 大輝 （高 1）

２級

Y.A. （小 5）

準２級

谷川 亜衣那 (中 2)

Y.N. （高 1）

３級

谷川 亜衣那 (中 2)

白井 蓮華 （小 4）

〔新検見川校〕
Gold

石井 考典 （小 3）

Silver

R.Y. （小 4）

篠島 のぞみ （小 3）

Bronze

戸辺 晃太郎 （小 4）

塩田 夏帆 （小 5）

M.T. （小 1）

古川 葵 （小 2）

T.K. （小 2）

入月 崇晴 （小 5）

堀越 麗奈 （小 2）

萱野 響 （小 3）

北山 瑠菜 （小 3）

疋田 美鈴 （小 2）

海老原 樹里 （小 2）

名川 岳志 （小 3）

森 菜月 （小 2）

卜部 龍平 （小 2）

坂尻 怜緒菜 （小 2）

佐藤 恒太 （小 3）

中山 ありさ （小 4）

〔海浜幕張校〕
Gold
Silver

Bronze

吉川 駿平 （小 4）
永森 優太 （小 4）

R.H. （小 4）
〔若松幼稚園 課外レッスン〕

〔冨士見第二幼稚園 課外レッスン〕

Gold

溝部 太洋 （小 3）

宮野 ひなた （小 3）

Silver

宇佐美 恵太 （小 3）

高橋 凌 （小 2）

Bronze

髙橋 英子 （小 2）

髙橋 苑子 （小 1）

〔新検見川校〕

Bronze

薄井 悠希 （年長）

榛葉 百恵 （小 1）

〔海浜幕張校〕

5級

佐藤 春奈 （中 1）

7級

大橋 礼美 （小 5）

6級

菅 飛花 （小 6）

8級

林 彩乃 (小 4)

8級

佐藤 真奈 （小 4）

岩沼 佐和香 （小 3）

10 級

名川 岳志 (小 3)

9級

加藤 愛理 (小 3)

篠島 のぞみ （小 3）

一期﨑 寛栄 （小 4）

7 月 25 日 船橋県民の森へサマーキャンプに行ってきました！

th

On July 25 , 2012 we shared a wonderful summer camp at Funabashi
Forest Park in Funabashi City. Students from Shinkemigawa school,
Kaihinmakuhari school and Kashimada school participated. It was very
special to have the students from Kashimada school with us this year. We
did many games, including treasure hunting. Every one did such a great job
with all of the games! Mr. Oono and Mr. Ono made us a delicious lunch of
hot dogs, Somen and Yakitori!
After the treasure hunt, it was “S’mores time” S’mores are a very famous
camp fire snack that is we roast marshmallows and make a sandwich with
chocolate and crackers. I think everyone really enjoyed making s’mores,
and for me it reminded me of the good memories in the U.S, and it was very
special to share it with my students!
I was very happy to see so many students speaking English through the
camp and I enjoyed getting to know everyone.
I’m so thankful to everyone who helped with this camp to make it a really
great summer memory! Thank you very much.

This year's camp was a great success.
Forest Park in a small bus.

We went to Funabashi

The park has many shady trees and

good facilities, so it was easy to stay cool despite the heat.
We played various games, including an English spelling-hunt,
alphabet race, and blind-fold directions game.
There were cooking activities, too, with the children preparing
vegetables, cooking, and helping to assemble their own meals.
Mr. Ono and Mr. Ōno taught the children about the forest.

The

children learnt about plants, animals and fungi, and the dangers
associated with them.
The water balloon toss and the wild water gun fight that followed
created fun chaos.
Running, shouting, laughing, lots of water; you can imagine the scene
easily.
In the evening, we made “smores”, a popular, American camping
snack.

I think this was the most popular activity.

The children

really enjoyed roasting the marshmallows.
Finally we tidied up and headed home. The bus was filled with tired,
but happy kids.

当日は 30 度を超える猛暑でしたが、森の中の木陰で伸び伸びと動き回
ることができ、充実した１日になりました。
英語を使ったたくさんのゲームでは日頃のレッスンの成果を出せてい
ましたね！先生やお友達とたくさん英語で話してたくさん盛り上がり
ました。蛇口に手が届かない時に“please help me!”と自然に英語で
話す頼もしい姿に、にっこりです。
又、大野先生やよっちゃん（小野先生）のアウトドアでの注意や、森の
中探検でのお話を熱心に聞く子どもたち。
普段はトマトが嫌いで食べられないけれど、
「今日は食べる」と言った
子。食べる時、服を汚さないようにと小さい子の面倒をみてくれた年上
のお兄さん。疲れて休んでいる子に「大丈夫？」と声をかけてくれたお
姉さん。英語以外の場面でも子ども達の素敵な様子を見つけることがで
きました。

普段会う機会のない Ivy 先生や
James 先生たちともたくさん話せ
てとても楽しかったです。とても
貴重な夏の思い出になりました。
Mimi

寝言でもキャンプの事を言っていた生徒さんがいたそうです。
何より全員無事に帰ってくることができて良かったです。

そうめんととうもろこし、焼きマシュマロが
おいしかった。色々な体験ができてとても楽
しかった。
Keito

森の探索では、毒きのこの話がおもしろかった。
すっごく楽しかった。また行きたい！
Kotaro
とても楽しかった。
ゲームをもっとやりたかった！
Gakushi

宝探しゲームが一番楽しかった。他校
の友達ともっと仲良くなりたい。
来年も参加したい。
Yusei

イベントの詳細や申込み用

秋のイベント

紙は９月下旬～１０月上旬

フロンティア恒例のハロウィンパレード

→

10 月 28 日(日) 海浜幕張校周辺

ハロウィンパーティー

→

10 月 21 日(日) 海浜幕張校

に配布予定です。

鹿島田校紹介
川崎市にある鹿島田校は小規模ですが、それを利点に先生もスタッフも生徒さん一人一人と向き合うように心がけて
います。幼稚園年少クラスからビジネス会話のクラスまで、それぞれのクラスで生徒さん達はイキイキと英語を学ん
でいます。
Jon 先生と Hiro 先生のクラスの様子とコメントです。
Our class is very cute and the students always
sing with a loud voice!
I love seeing their smiles and energy!

By Jon

It’s the loudest class in Kashimada school..
They seem to have a never ending supply of
energy!

By Hiro

韓国英語村
６月２日（土）、海浜幕張校で英語村の説明会が行われました。パンフレットだけではつかみにくい現地での様子
を写真で見せてもらったり、実際に参加した方の感想も聞くことができました。
パジュの英語村は学校法人のような教育機関として認識されているので、韓国では学校を休んでいくことも認め
られているそうです。最近は大学や企業の参加もあるんだそうです。
辞書を使って読み書きをするようなレッスンスタイルではなく、工作や料理、ドラマ（英語劇）、化学等のアクテ
ィビティを中心に、効果的に英語を学ぶことができます。
前号でもご紹介した英語村に留学した植田さんは英語で劇をするドラマのクラスが楽しかったそうです。セリフ
をたくさん覚えなければならないので寮に帰ってからも仲間と練習を重ねて励まし合う中で、友情も深まるとか。
参加者の英語力は、初心者からインターナショナルスクールへ通っている子まで様々です。英語を通して国際交
流も目的としているのでロシア、フランス、タイ、中国からも参加があり、英語を使わないとコミュニケーショ
ンが取れない環境になっているため、自ら英語でのコミュニケーションの必要性を体験できます。留学後も効果
が期待できるようです。
なかなか英語がしゃべれずに帰国してしまった子もいるそうですが、次に行く時はもっとしゃべれるようになり
たいと、英語をたくさん勉強して再度チャレンジする子もおり、３回目以上のリピーターもいるほどだそうです。
また、親元を離れて自分の身の回りのことをやらなければならないので心配もありますが、様々なことを学んで
体験する良い機会になったという方もいたそうです。
もっと詳しく知りたいという方や、留学に興味のある方はお気軽にフロントへご相談ください。

