


Lv.A  2nd  

中濱明日香さん 

Lv.B  2nd  

永幡拓也くん Lv.D 2nd  

乃万大輝くん 

Lv.C 2nd  

中村琉人くん 

Lv.E  2nd  

田口晴菜さん 

Lv.A  1st place 

福留真弓さん 

Lv.E 1st place 

大石陽芽ちゃん 

Lv.D  1st place 

伴谷拓哉くん 

Lv.C  1st place 

森当麻くん 

Lv.B 1st place 

坪内咲希さん 

小林美和さん 

神前莉音さん 

木梨恭吾くん 

森大地くん 

千鶴桂司くん 

佐藤晴美さん 

各教室にみなさんの

写真を１年間、飾ら

せていただきます！ 

お楽しみに☆ 



各教室にみなさん

の写真を１年間、

飾らせていただき
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お楽しみに☆ 

友藤正美さん 

本東万里帆さん 宮本瑞基くん 蓑田㮈希さん 

前谷忠之くん 

福本麻美さん 

大川万優さん 

Lv.B 1st place 

永井彩乃さん 

Lv.C  1st place 

酒井花音さん 

Lv.A  2nd  

高橋祐子さん 
Lv.B  2nd  

大内真くん 

Lv.C 2nd  

亀下未優さん 

Lv.A  1st place 

白倉真樹子さん 
Lv.E 1st place 

佐々木七海くん 

Lv.E 2nd  

瀧本賢司くん 

Lv.D 2nd  

小迫有桂さん 

Lv.D  1st place 

中尾桃子さん 



先日インターネットでこんな記事を見つけました！実用英語技能検定（英検）の小学生志願者が右肩上がりに伸び続け、 平成

２２年度は約１８万人が志願したそうです。ここ１０年で約８割増。小学校で英語力を身につけるための取り組みが本格化して

いることが背景にあり、近畿大の新田香織教授（英語教育）は「英検は５級などが小学生でも勉強すれば手の届くレベルにあ

り、人気を集めているのだろう。子供たちにとっては、達成感がモチベーションにつながる。英検に合格するという目標ができ

ることで、英語の学習意欲の向上につながっていけばいい」と話している。（ＭＳＮニュースより） 

今回のＢＢＱで作ったものです!! 

ぜひ試してみてくださいね☆ 

ひき肉にこのチリビーンズミックスを混ぜ、水を合わせて煮込むだけで、 

本格的なチリのスパイシーな味付けができます。 

       材料：チリビーンズミックス（ＦＢＣやインポートショップで購入できます） 

・にんにく（みじん切り）   ・ひき肉   ・玉ねぎ（みじん切り）  ・レッドキドニービーンズ  ・一味（お好みで） 

 

 

 

 

合挽肉を入れ肉の

色がかわったらチ

リパウダーを入れ

ます。 

１～２分炒めたら

水・レッドキド

ニーを入れ煮込み

ます。 

瀬戸本陸（小６） 

上村茉由（小６） 

 小林寧々（中１） 

 荒川和輝（小５） 

杉原綾乃（小６） 

川野まど香（小５） 

柏木公平（小５） 

田口陽南子（小６） 

陰能成望（小５） 

寺本光波（小６） 市村緋十樹（小１） 

 みなさん、こんにちは。いかが過ごしでしょうか？ 

子供達が待ちに待った夏休みが始まりましたね、いつにもましてウ

キウキした顔をしているように思います！ 

さて、急な報告で申し訳ないのですが、私は、８月３１日付けで、Ｋ＆Ｆを退職させて頂くことになりました。 

在職中はＫ＆Ｆスタッフを含め多くの生徒さん、保護者の皆様には大変お世話になりました。今後は、広島へと移り、

結婚をし新しい生活を始めます。三原には時々、帰ってくると思いますので、また何処かで、お会いできることを楽し

みにしています！！ 今まで、本当にありがとうございました。                       橋本里美 



2011年 8月 

日 月 火 水 木 金 土 
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の印はお休みです。夏休み 8/8（月）～8/13（土） 

Term 2 

８/  １(月)～ ８/6(土) 

Term 3 

８/1５(月)～８/20(土) 

Term 4 

８/２２(月)～８/27(土) 

Ｋ ＆ Ｆ の 夏 休 み 以 降、  

サマースクールの後半が始

まります。やってみようか

な？と思われてる方々！お

気軽にご相談ください！ 

As we move into August, I’m reminded again about just how hot it is 

here in the summer! In Japan, this is  Typhoon season, and in  

America, especially in Orlando where my parents live, it’s Hurricane season. A 

few years ago, Hurricane Charlie knocked a huge tree over and destroyed two 

cars at my parent’s house. You may have heard that hurricanes in America are 

given names rather than numbers, but did you know that the first hurricane of the  season is given a name that 

starts with an A, the next with a B, and so on? Names can be reused every few years, but the names of hurricanes 

that cause loss of life are retired. There will never be another Hurricane Katrina,  Hugo or Andrew. Japan re-

ceived a lot of damage from the earthquake in March, so we’re hoping and  praying that there won’t be a dam-

aging Typhoon this season.  

こんにちは。ダニエルコーナーへようこそ。８月になり、８月がどれほど暑いかを思い出しました。日

本では台風の時期ですが、私の両親が住んでいるオーランドではハリケーンの季節です。数年前はハリ

ケーン、チャーリーが大きな木をなぎ倒し私の両親の車２台を破壊しました。聞いたことがあるかもし

れませんが、アメリカのハリケーンは（日本の台風のように○号といった）数字がつけられるのではな

く、名前が付けられます。最初に来たハリケーンの名前はＡから始まり次にＢそし

てＣ...という風に名づけられることを知っていましたか？数年ご

とに同じ名前が使われますが、大きな被害をもたらせたハリケー

ン、カトリーナやヒューゴ、アンドリューの名前は２度と使われま

せん。日本でも３月の震災により大きな被害を受け、私たちは台風

によってこれ以上被害を受けないことを望み祈っています。 

Daniel’s corner 


