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Yeah!

好奇心旺盛で表現力豊かな
お子さんにおすすめ

初級～上級講座（児童英検～英検2級まで対応）

先着１００名限定！

What can you make from these ingredients?
Egg, pumpkin and sugar.

① Pumpkin pie　② Bread　③ Apple pie

Quiz 1

Please color in red. ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
Mission
1

MINECRAFT

みんな !!
英語でゲームするよ～♪

Are you ready ?

１日体験 OR お得な2カ月体験で
ゲーミングヘッドセットをGetしよう！

Katy 先生
Instructor

見知らぬ海外で迷子になっても自力で帰宅できる子を育てませんか？
創立39年  Kitty International School

く に

※ヘッドセット写真はイメージです。実物とは異なる場合があります。
※KIS全コース対象。先着 100 名で予告なく配布終了いたします。

TEL  03-3700-2226
MAIL  info@kitty-club.com　 HP  kitty-club.com

Kitty International School
キティインターナショナルスクール 
二子玉川キャンパスWEST ＜2022年3月竣工＞   

〒158-0095 東京都世田谷区瀬田2-24-3 

FAX 03-3708-2166

体験予約は
こちら!!

等々力
本校

二子玉川
S.C前
スクール

二子玉川駅

センター南駅
旗の台駅

二子玉川キャンパス
WEST

二子玉川
キャンパス

横浜
キャンパス

品川
キャンパス

Caryn 先生（U.K.）
Head Campus Officer

Yes! I’m
ready!

▶体験時にこのノートを提示された方に
無料でプレゼントいたします！

無料

Getだ！ やったー！

マインクラフトとフォートナイトの

クイズに挑戦してみよう！

Katy 先生
Instructor

マインクラフトとフォートナイトの

クイズに挑戦してみよう！

日本語の問題文と
答えは次の

ページにあるよ♪

英 語 学 童

esports

プログラミング

通学コース

オンラインコース

体験予約は
こちら!!

ゲーミング用ヘッドセットをプレゼント♪

〈協力〉
プロジェクトの立ち上げに際しては、ネットワーク環境の整備
等多岐にわたり、アドバイスをいただき支えていただきました。

【マインクラフト】
MINECRAFT

コミュニケーション力と
探求心のあるお子さんにおすすめ

初級～上級講座（基礎英会話～英語作戦会議等）
通学コース

オンラインコース

【フォートナイト】
Fortnite

英語で 英語で

体験予約は
こちら!!

NEW



① Blue and black ② Purple and green ③ Blue and green

What are the two colors of clothes that the
Zombie wears?

Quiz 2

【和訳】 卵、かぼちゃ、砂糖、このレシピでクラフトできるものは？　①パンプキンパイ　② パン　③ アップルパイ
Please color in blue. ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶Please color in green. ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

Mission
2

Mission
3

MINECRAFT

➀ 6　② 3　③ 4

How many pieces of paper do you need to craft a book?

Quiz 3 MINECRAFT

① Pumpkin pie Quiz1  Answer（答え）
【和訳】 ゾンビが着ている服の色は何色と何色?　①あおとくろ　②むらさきとみどり　③あおとみどり

③ Blue and green Quiz2  Answer（答え）

Holly 先生（U.K.）
Instructor Leader



Please color in yellow. ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶Please color in pink. ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
Mission
4

Mission
5

①Put 4 chests next to each other.　②Throw a chest on top of another one.
③Put two chests next to each other.

How do you make a long chest?  

Quiz 4

【和訳】 本をクラフトするには紙は何枚必要?　①6　②3　③4

MINECRAFT

①３　②５　③１

How many blocks of wool do you need to craft a bed?

Quiz 5 MINECRAFT

② 3 Quiz3  Answer（答え）
【和訳】 マインクラフトで長いチェストを作るには︖　①チェストを横に４つ並べる　②チェストを縦に並べる　③チェストを横に２つ並べる

③ Put two chests next to each other. Quiz4  Answer（答え）

Mr.Magic
Chairman



Please color in black. ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶Please color in white. ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
Mission
6

Mission
7

① Spiders　② Ocelots　③Water

What are creepers scared of?

Quiz 6

【和訳】 ベッドを作るには何個ウールのブロックがいる︖　①３　②５　③１

MINECRAFT

① Ender Dragon　②Zombie　③ Creeper

Who is the Endermen's commander? 

Quiz 7 MINECRAFT

①３ Quiz5  Answer（答え）
【和訳】 クリーパーが怖くて近づけないものはどれ?　①クモ　②ヤマネコ　③水

② Ocelots Quiz6  Answer（答え）

Julie 先生
Head Campus Officer



➀ 20 minutes　②15 minutes　③ 45 minutes

How long is 1 Day in Minecraft?　

Quiz 8

【和訳】 エンダーマンの支配者はだれ︖　①エンダードラゴン　②ゾンビ　③クリーパー

MINECRAFT

① Shotgun　② Sniper rifle　③ Pickaxe

In Battle Royale, what is the first weapon you’re given?

Quiz 9 Fortnite

① Ender Dragon Quiz7  Answer（答え）
【和訳】 マインクラフトの中の一日は何分間︖　➀20分間　②15分間　③45分間

①20minutes Quiz8  Answer（答え）
▶ ▶ ▶

Mission
9

Please color in using
your favorite color.

Please color in using
your friend's favorite color.

▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
Mission
8

Mission
9

Kim 先生（U.K.）
Instructor



Jedi 先生
School Duties Department

①The Storm　② The Hurricane　③ The Volcano

What is the name of the shrinking map in Battle Royale? 

Quiz 10

【和訳】 フォートナイト、バトルロイヤルで最初に手に入れる武器は︖　①ショットガン　②スナイパーライフル　③ツルハシ

① Electronic Arts　② Epic Games　③ Nintendo

Which company made “Fortnite” ?

③Pickaxe Quiz9  Answer（答え）
【和訳】 フォートナイトの安全地帯外にある嵐の名前は︖　①ストームエリア　②ハリケーンエリア　③ボルケーノエリア

➀The Storm Quiz10  Answer（答え）
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

Mission
10

Mission
11▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

Please color in using
a spring color.

Please color in using
a summer color.

Fortnite Quiz 11 Fortnite



① Floors, door, walls, circle　② Floors, walls, stairs, triangle
③ Table ,walls, toilet, pentagon

What are the building item options in the game?

【和訳】 フォートナイトを作ったゲーム会社の名前は︖　①エレクトロニック・アーツ　②エピックゲームズ　③ニンテンドー

① Shotgun　② SMG（submachine gun）　③ Sniper rifle

Which weapon is the best close range?

【和訳】 フォートナイトの建築でデフォルトで出来る建築はなに︖　①ゆか、ドア、かべ、まるいやね　②ゆか、かべ、階段、さんかくの屋根　③つくえ、かべ、トイレ、六角形の屋根
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

Mission
12

Mission
13

Please color in using
an autumn color.

Please color in using
a winter color.

Quiz 12

➁Floors, walls, stairs ,triangles

Fortnite Quiz 13 Fortnite

Quiz12  Answer（答え）➁ Epic Games Quiz11  Answer（答え）

Dragon 先生
CEO



Teresa 先生
General Kindergarten Principal

①Syringe and phoenix kit　②Med kit and bandages
③Heal magic and Potion

What items heal you when your health is low?

【和訳】 近距離武器はどれ︖　①ショットガン　②サブマシンガン　③スナイパーライフル

① Battle ship　② Battle bus　③ Battle airplane

In the start of the game, what do you jump out of?  

【和訳】体力が減った時に使う回復グッズはなに？　①注射器とフェニックスキット　②救急箱と絆創膏(包帯）　③回復魔法とポーション
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶

Mission
14

Mission
15

Please color in mixing
red and blue.

Please color in mixing
blue and yellow.

Quiz 14 Fortnite Quiz 15 Fortnite

Quiz14  Answer（答え）Quiz13  Answer（答え） ② Med kit and bandages①Shotgun



MINECRAFT
【マインクラフト】

①2020　② 2017　③ 2014

When was Fortnite released? 

【和訳】 ゲームの初めに飛び降りる飛行体の名前は︖
①バトルシップ　②バトルバス　③バトル飛行機

▶ ▶
It’s the last mission!
Please color in your favorite happy color!
Well done!

Mission
16

Quiz 16 Fortnite

②Battle bus
【和訳】 フォートナイトがリリースされたのはいつ︖
①2020年　②2017年　③2014年

Quiz16  Answer（答え）②2017

通学コース

学童保育

通学コース

オンラインコース 通学コース オンラインコース

通学コース オンラインコース

状況が目まぐるしく変わるので、常
に位置や敵の情報報告が必要で、
頭でも英語で考えるようになりま
した。作戦会議は特に楽しいです。

放課後は国際教育で大冒険！ インターナショナルスクールが運営する子ども専門英会話

KISのアートが大好きです。
私と英語でたくさんお話しましょう♪

内藤SAKUTARO くん（１１歳）
英検【後援：文科省】 2級合格 JAPEC児童英検１級合格

齊藤ANNA ちゃん （６歳）
英検【後援：文科省】４級合格 JAPEC児童英検１級合格

斉藤KAYNA ちゃん （６歳）
JAPEC児童英検１級合格

初めてパソコンを使ったけど、英語
でパソコンを使えるってすごくカッ
コイイ！大好きなマイクラができて
すごく楽しいです♪

先生もお友達もたくさん
いて、みんなやさしくて
面白いので大好きです♪

みんな !!
英語でゲームするよ～♪

Are you ready ?

Yeah!
Holly 先生 （U.K.）

Instructor Leader

Yes! I’m
ready!

Fortnite
【フォートナイト】

英語で

中西SEAN くん（６歳）
JAPEC児童英検４級合格

SEANくんの声 SAKUTAROくんの声

私と英語でたくさんお話しましょう♪

齊藤ANNA ちゃん （６歳）
英検【後援：文科省】４級合格 JAPEC児童英検１級合格

英語学童×esports 英会話クラス

英語環境の幼稚園・保育園お探しの方へ

Kindergarten

※ヘッドセット写真はイメージです。実物とは異なる場合があります。 ※KIS全コース対象。先着 100 名で予告なく配布終了いたします。

▶体験時にこのノートを提示された方に無料でプレゼントいたします！

ゲーミング用ヘッドセットをプレゼント♪
先着１００名限定！

１日体験 OR お得な2カ月体験で
ゲーミングヘッドセットをGetしよう！

無料

Quiz15  Answer（答え）
見知らぬ海外で迷子になっても自力で帰宅できる子を育てませんか？
創立39年  Kitty International School

く に

TEL  03-3700-2226
MAIL  info@kitty-club.com　 HP  kitty-club.com

〒158-0095 東京都世田谷区瀬田2-24-3 

FAX 03-3708-2166

ANNAちゃんの声

KAYNAちゃんの声

世田谷区令和元年度「男女共同参画先進事業者表彰」受賞／文部科学省認定　STEP英検実施登録校（実用英検）・日本児童英語振興協会
正会員／姉妹校：英国前田学園　英語教育省許認可幼稚園・Golders Hill School（1908年設立）英国ロンドン

英語で

体験予約は
こちら!!

Kitty International School
キティインターナショナルスクール 
二子玉川キャンパスWEST ＜2022年3月竣工＞   

NEW

等々力
本校

二子玉川
S.C前
スクール

二子玉川駅

センター南駅
旗の台駅

二子玉川キャンパス
WEST

二子玉川
キャンパス

横浜
キャンパス

品川
キャンパス


