2015 年 12 月号

WatanabeAcademy

Gakugeidaigaku

Watanabe Academy

Senzoku

http://watanabe-academy.com

“In order to win, you must expect to win.”
（勝つ為には、勝とうと思わなければならない。）
-Dan Fouts-

来年 2016 年の 6 月に実施される英語検定からテスト内容が次のように変わります。
1 級、準１級はこれまでと同じですが、２級にライティングが導入されます。準２級
と３級のライティングも早期実現に向けて準備中です。４級と５級にはスピーキングが入りま
す。TOEIC の内容も来年から変わります。
世界の情報はコクコクとインターネット・ハイウェイを通って、あっという間に手元
にやってきます。それも英語が言語です。英語能力を計る日本に於けるテストは、世界のイン
ターネット・ハイウェイに乗るには、まだまだ量が少ないと思いますが、やっと「リーティン
グ」、
「ライティング」、
「スピーキング」、
「リスニング」の４技能に対応した試験に向かって動
き出したようです。良かったと思います。
英語が出来る為には、まず英語を覚えることです。その英語の量がどれ位、身に入っ
ているのかを計るのが英検や TOEIC や TOEFL のテストなのです。まずは英語そのものを覚えま
しょう。そうしていれば、英語のテストがどう変わっても大丈夫ですよ。
ワタナベアカデミーでは、Winter Schedule で単語力・熟語力を強化します。単語・
熟語を覚えずには、何も始まりませんよ。生徒さん方はご希望のコマを選んで頂き、はがきの
投函をお願いしていますが、まだの方はすぐに葉書を投函して下さい。皆さん方に覚えて頂く
単語・熟語はすでに準備しています。

2015 年 12 月―2016 年 2 月
12 月

2月

7 日（月）⇒Winter Schedule の準備の為

休日

8 日（火）⇒23 日(水) 16days Winter Schedule
（祭日、日曜もレッスンあり）

1 日（月）⇒6 日（土）英検 Jr.開催
11 日（木）⇒通常レッスン休み（建国記念日）
21 日（日）⇒英検二次試験実施

18 日（金）⇒英検申込み締め切り
24 日（木）⇒1 月 4 日(月) 通常レッスン休み
1月
5 日（火）⇒通常レッスン開始
9 日（土）⇒英検 Jr.申込み締め切り
11 日（月）⇒通常レッスン休み（成人の日）
24 日（日）⇒英検実施
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Announcement①
レッスン/事務について
テスト対策についてのお願い
各テスト受験の補習は、2 週間前からです。補習をご希望の生徒さんには、FAX 用紙を直
接レッスン時にお渡しいたしますので、テスト対策でいつ補習にいらっしゃるのか必ずご
連絡下さい。FAX 番号は 03-3714-2535 です。もしも FAX がご使用できない場合は、
レッスン時にお持ちいただくか、ご郵送下さい。 小学生の方の 1 回の補習時間は、集中力
もありますので通常レッスンの時間以内でお願い致します。

Winter Schedule スタート！





去年に引き続き、12 月 8 日⇒12 月 23 日（１６days）は Winter Schedule 期間とな
り、単語力の強化を致します。出席するコマを記入をまだされていない方は以前お
送りしたお葉書を投函、もしくは担当先生に直接に用紙を必ず渡してください。
１２月７日〔月〕は準備の為、両教室ともレッスンはお休みとさせて頂きます。
洗足教室の後期日程の昼食後のレッスンのお時間が１コマ 100 分となりますが、開
始時間から 80 分で残りの 20 分は採点や 10 回書き等、80 分で終わり切れなかっ
た内容を行います。

Reading Time/ Story Time について
Story Time
内容：初級と中級クラスに分けて、世界名作をスタッフと一緒に英語で音読します。
対象：小学生～中学２年生
☆学芸大学： 月～土、初級→17:35～17:55、中級→18：00～18：20
☆洗足：
月～土、初級→16:25～16:40、中級→16：45～17：00
Reading/Dictation Time （学芸大学教室ではすでに始めており、洗足教室は 1 月から開始です。）
内容：英字新聞、Time 誌などの記事の音読と Dictation（毎レッスン異なる記事）
対象：英検 P2、２級程度、高校生、大学生、社会人
☆学芸大学： 月～金→19:30～20:00、土のみ→ 15:30～16:00 と 19:30-20:00
☆洗足：
月～土→17:05～17:25
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Announcement②
テストについて

英語検定実施日

英検 Jr.実施日

日時；１月２４日（日）英検実施

日時；２月１日(月)→６日(土)

場所；５級～２級…ＷＡ学芸大学教室

場所；学芸大学・洗足教室

場所；準１級・１級…一般会場

申込み締切：１月９日(土)

申込締切：１２月１８日（金）

2016 年度より英検が変わります
2016 年度第 1 回の英検より以下のように変わります。


2 級にライティングが導入されます。



4 級と 5 級にスピーキングが導入されます。



準 2 級、3 級のライティングは早急実施をめざし準備中です。

2016 年度より TOEIC が変わります
公開テストの 2016 年 5 月 29 日より、
出題形式の変化があります。またテスト結果はこれまで通り 10 点～990
点のスコアで表示され、現行の TOEIC テストと同等であり、スコアの比較も可能です。変更点の詳細は TOEIC
公式サイト（http://www.toeic.or.jp/toeic/）に載っています。
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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,
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.
But many of those same people
may have no idea

もし、人々にあなたの人生の目標は何かと問えば
素早く、そして詳しい答えをくれるかもしれません。
―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。
しかしその同じ人々の多くは、
自分たちの目標をどのように成し遂げるかについて

how they will accomplish their goals.

何の考えも持っていないのです。

Having goals is important.
Without goals,
we don’t 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

目標を持つことは重要です。
目標がなければ、
私達はどこに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の計画をすることは困難なのです。
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

will we need to make?
How likely is success?
Who can help?

必要があるのか？
成功の可能性はどれくらいのなのか？
誰が助けてくれるのか？

I’ll choose one of my goals and lay out a
plan to accomplish it, step by step.

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す。
一歩、そしてもう一歩。
リンダ・ピッコーネ
訳：渡邊節子

Linda Picone
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