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“A goal without a plan is just a wish.”
―Antonie de saint-exupe’ry―
「計画のない目標は、ただの願いでしかない」
―アントン・デ・サン＝テクジュペリー―

明けましておめでとうございます。

私がワタナベアカデミーを開き、今年の９月で３０年の月日が経ちます。
それまで住んでいたアメリカで「英語をどの様に教えていこうか」といろいろ考え、準備して
いたのが、つい先日のように思えます。
今の世の中の厳しい状況にも関わらず、皆様方のお陰様で、ワタナベアカデミーは、元気に
新年を迎えることが出来ました。来年の創立３０年に向かって、今年はもう一歩踏み出す準備
に入ります。
長年に渡り構想してきたのですが、来年から新しく田園都市線（青葉台付近予定）に「英語
教育エッグ教室」をＯＰＥＮしようと計画しています。そして、今の学芸大学教室と洗足教室
を「ワタナベアカデミー・学芸大学」と「ワタナベアカデミー・洗足」としていきます。
４月からは、優秀なスタッフも２人加わってくれることになっています。真実の教育を追求
し、私どもスタッフ全員、毎日精進して参ります。
今年も又、皆様方のご支援をどうかお願い申し上げます。
渡辺節子

2013 年 2 月-5 月

4月
4日(木) …レッスン開始
29日(月) …昭和の日 休み

2月
4日(月)～9日(土) …児童英検 実施
11日(月) …建国記念日 休み

24日(日) …2012年度第3回英検2次試験

実施

5月
3日(金)～6日(月) …ゴールデンウィーク

休み

3月
4日(月)～9日(土) …TOEIC/TOEIC Bridge 実施
20日(水) …レッスンあり

22日(金)～27日(水)…単語特訓
(2月に各カリキュラムはご連絡します)
28日(木)～4月3日(水) …春休み
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Announcements

A. 英語力強化の
サマープログラム説明会

B. Home Work Point Card
英検・児童英検合格者に

１０ポイントプレゼント！

７月下旬～８月下旬にかけまして、皆様に
様々なサマープログラムを今年も用意いたし
ます。

英検・児童英検に合格の小学生には、

それぞれの生徒さんのレベルに応じたプログ

宿題ポイントカードに、特別に１０ポイント

ラムがありますので、詳しくは来月号にご案

をプレゼントいたします。

内致します。
第１回説明会：４月２１日

C. 文法力強化英作文練習実施（学芸大学教室）（Speed Up Class）
Speed Up Class で文法力強化の英作文練習を授業に取り入れています。
基本的な英作文から徐々に、レベルアップしていきます。
英検３級合格以上の生徒さんは、１週間に１回必ず出席してください。
Speed Up Class＝英検３級合格以上※尚、Speed Up Class の授業は 18:00～です！
※ワタナベアカデミー洗足は、必要に応じてカリキュラムに入れます。

入塾生を募集致します！
ワタナベアカデミー学芸大学、ワタナベアカデミー洗足
お知り合いの方で、英語の勉強をなさりたい方がいらっしゃいましたら、
是非ご紹介の程、よろしくお願い致します。
渡邊節子
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２０１２年度第２回英検合格者

REPORT

Congratulations
1 級合格者

★１級に合格するためには★★★★

合計・・・１人（１次）

①諦めずに受験し続けること。
②毎日必ず TIME 誌レベルの英語を読むこと。
③６６０、５０４、STV,TOEFL,１級の単語、

☆高校１年生・・・１人

１１００の Vocabulary を完全にすること。
④Power Up Class に毎週出席すること。

準 1 級合格者

★準１級に合格するためには★★★★

合計・・・４人

①どうしても合格したいという強い意思が必要です。
②毎日必ず英語を楽しむこと。例えば好きな英語の本を読んだ

☆中学１年生・・・１人
☆中学２年生・・・１人
☆高校３年生・・・１人
☆大学１年生・・・１人

り、好きな DVD を繰り返し見たりすること。
③６６０、５０４、TOEFL、準１級の単語の Vocabulary を完全
にすること。
④英検準１級の長文読解の訳と暗記を進めること。
⑤Power Up Class に毎週出席すること。

★２級に合格するためには★

２級合格者

合計・・・１１人
☆小学４年生・・・１人

☆高校３年生修了レベル☆
①必ず合格したいという強い意思をもつこと。

☆高校３年生・・２人

②毎日必ず英語の勉強をすること。
（５０４の教科書が良い）

☆中学２年生・・・１人

③６６０、２級の Vocabulary を完全にすること。

☆中学３年生・・・２人

④英検２級の長文読解の訳と暗記を進めること。

☆高校１年生・・・３人

⑤Speed Up Class に毎週出席すること。

☆高校２年生・・・２人

★準２級に合格するためには★

準２級合格者

☆高校２年生修了レベル☆

合計・・・１２人
☆小学６年生・・・３人

①毎回レッスンに出席すること。
☆中学３年生・５人

②毎日必ず英語を勉強すること。

☆中学１年生・・・１人

③６６０(1～300)、準２級の Vocabulary を完全にすること。

☆中学２年生・・・３人

④英検準２級の長文読解の訳と暗記を進めること。
⑤Speed Up Class に毎週出席すること。
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３級合格者

合計・・・９人
☆小学４年生・・・１人
☆小学６年生・・・２人
☆中学１年生・・・１人
☆中学２年生・・・４人
☆中学３年生・・・１人

４級合格者

合計・・・１３人

★３級に合格するためには★★★★
☆中学３年生修了程度レベル☆
①毎回レッスンに出席してプログレスの教科書を進めること。
②毎日必ず英語を勉強すること。
③３級の単語、Writing、Reading、Vocabulary Exercise を完全にする
こと。
④Movie Time Class に毎週出席すること。
（あるいは好きな番組を英語で毎週みること。）

★４級に合格するためには★★★★
☆中学２年生修了レベル☆
①毎回レッスンに出席してプログレスの教科書を進めること。

☆小学５年生・・・３人
☆小学６年生・・・４人
☆中学１年生・・・５人
☆中学２年生・・・１人

５級合格者

合計・・・４人
☆小学４年生・・・２人
☆小学５年生・・・１人
☆中学１年生・・・１人

②毎日必ず英語を勉強すること。
③４級の単語、Writing、Vocabulary Exercise を完全にすること。
④Movie Time Class に毎週出席すること。
（あるいは好きな番組を英語で毎週みること。）

★５級に合格するためには★★★★
☆中学１年生修了レベル☆
①毎回レッスンに出席してプログレスの教科書を進めること。
②毎日必ず英語を勉強すること。
③５級の単語、Writing、Vocabulary Exercise を完全にすること。
④Movie Time Class に出席すること。
（あるいは好きな番組を英語で毎週みること。）
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Energy Source
Reaching our goals

目標達成の法則

If we ask people about their goals in life, もし私達が、人々にあなたの人生の目標は何かと問えば
we may get quick and precise responses
- to find a certain kind of employment,
to start a business,
to learn to play an instrument,
to retire early.

、素早く、そして詳しい答えを得るかもしれません。
―ある種の職業に就くこと、
起業すること、
ある楽器を弾けるようになること、
早く退職することなどを。

しかし、その同じ人々の多くは、
自分たちの目標をどの様に成し遂げるかについて、
何の考えも持っていないのです。

But many of those same people
may have no idea
how they will accomplish their goals.
Having goals is important.
Without goals,
we don’t know where we’re headed.
But having a goal is easy;
planning to achieve it is the hard part.
What’s the first step?
How long will it take to reach the goal?
What kinds of effort
will we need to make?

目標を持つことは重要です。
目標がなければ、
私達はどこへ向かっているのかが、分かりません。
しかし、目標を持つことは簡単ですが、
それを成就するために計画することが、
困難なのです。
最初の一歩は何？
目標に届くのにどれ程の時間がかかるのか？
私達は、どんな努力をする必要があるのか？
成功の可能性はどれくらいなのか？
誰が助けてくれるのか？

How likely is success?
Who can help?
I’ll choose one of my goals and lay out a
plan to accomplish it, step by step.

-Linda Picone

私は自分の目標の１つを選び、
それを成し遂げるための計画を立てましょう。
一段、そしてもう一段と。

―

リンダ・ピッコーネ
訳 渡邊節子
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