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今年の第一回の英語検定が、6 月 4 日(日)に実施されます。テスト内容や採点のやり方
が、これまでの英検と非常に異なり、TOEFLiBT に近い形となっています。
何がどう変わるのかを簡単にご説明いたします。
まず、今回から 3 級以上に Writing がはいります。Writing は、日本語を英語に直すのではなく、”A”
についてどう思うのか等、求められている問題に対して自分で内容を考えて書くのです。日本語で文章
を書くのが難しいのと同様に、英語においても Writing は一番難しい分野です。Writing が出来る様になる
には、非常に時間がかかります。
一般的に Writing は、次の順序で採点されます。
１． ピリオド、クェスチョンマーク、コンマ等が正しく使えているか
２． 大文字、小文字が正しいか
３． スペリングが正しいか
４． 文法は正しいか
５． 内容はどうか
つまり、内容も最終的に大切ですが、英検は「英語の能力を計る」テストですので、英語を正しく
書けるかどうかがまず初めに採点され、内容は最後になるのです。どんなに良い事を言おうとしても、
１～４のポイントが正しく出来なければ、読む人に通じません。
次に、採点のやり方がどの様に変わるかについてです。TOEFLiBT と同じように Reading ,Listening,
Writing, Speaking（二次試験で）が分野別に採点され、これまでリスニングか筆記で良い点数をとり、も
う一方の分野を補うという様なことは出来ません。
お気づきの様に、各自の英語の能力を、これまでよりも深い部分まで計るテストとなり、日常の英
語の勉強をしっかりしていなければ「単語だけを覚えれば何とかなるだろう」とか「文法をやれば」と
いった安易な勉強方法で合格するのは、難しくなりました。
私共ワタナベアカデミーでは、これまで通り、英検対策の教材を作成し、対応して行きますが、日
頃から各生徒さんのカリキュラムをこれまで以上にしっかりとこなして行かなければ、その対策だけを
やっても不十分です。いつも言っている様に”I will prepare and someday my chance will come!”（準備を
しよう、何時の日か私のチャンスがやって来る）のです。
2017 年 6 月 - 9 月
6月

8月

4 日(日)…2017 年度第 1 回英検実施

9 日(水)～17 日(木)…レッスン及び Summer Schedule 休み

19 日(月)～24 日(土)…2017 年度第 1 回

18 日(金)～22 日(火) … English School at Hakuba
23 日(水)…Summer Schedule 休み

英検 Jr.実施

24 日(木)～31 日(木) …Summer Schedule 後期

7月
2 日(日)…2017 年度第 1 回英検二次試験 A 日程実施
9 日(日)…2017 年度第 1 回英検二次試験 B 日程実施
17 日(月)…「海の日」レッスン休み

9月
1 日(金)～4 日(月)…レッスン休み
5 日(火)…通常レッスン開始

18 日(火)～19 日(水)…Summer Schedule 準備の為 休み
20 日(木)…Summer Schedule 開始
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18 日(月)…「敬老の日」レッスン休み
23 日(土)…「秋分の日」レッスン休み
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Announcement①
6 月～7 月英会話強化月間
6 月初めから 7 月末まで、現在の 6 人の英会話講師に加えて、次の二人の講師を迎え、英会話レッス
ンを強化してまいります。
Edward Bonhomme さん
Marist 高校在学（アメリカ出身）
Pichamon Pornkasemsuk (Yelly)さん リェラロンコン大学出身（タイ出身）

テスト対策の補習レッスンの申し込み方
お手元にお渡ししています「テスト補習希望日 FAX Sheet」にご希望の日、時間を書いて
FAX(03-3714-2535)してください。変更して頂きたい時のみ、こちらからご連絡しますので、
連絡がなければ、ご希望の日時にいらしてください。

テスト対策の補習レッスンをより効果的にする為に
★補習レッスンまでに、ノート作りをしっかりとやって下さい（宿題になっているはずです）
★プリントがある場合、それもノート作りに入れて下さい
★やり方がわからない生徒さんは、担当の先生に必ず聞いて下さい

Reading Time/ Story Time 時間変更
（学芸大学教室）

Story Time
内容：初級と中級クラスに分けて、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
月～金：初級→16:30～17:00、18:30～19:00 中級→17:30～18:00、19：00～19:30
土：初級→15:00～15:30、16:00～16:30、17:30～18:00
Reading/Dictation Time
内容：TED Talk の音読と Writing
対象：英検 P2、２級以上、高校生、大学生、社会人
月～金：18:00～18:30、19:30～20:00
土：18:30～19:00、19:30～20:00

2017 年度第 1 回英語検定

2017 年度第 1 回英検 Jr.

日時；6 月 4 日（日）

日時；6 月 19 日(月）～ 6 月 24 日(土)

場所；５級～２級…ＷＡ学芸大学教室

場所；学芸大学・洗足・梶ヶ谷 各教室
申込締切：5 月 27 日（土）

準１級・１級…一般会場
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Announcement②
未就学児クラスについて
月→金まで学芸大学教室は 14:30 から、洗足・梶ヶ谷教室は 15:00 から未就学児のみのクラ
スを開始しています。1 クラス 6 名までです。
・フォニックスの基本を教え⇒読み書きが出来るようになります
・Mother Goose や Nursery Rhyme を覚えさせ、美しい英語の基礎を作ります
・美しいブロック体から筆記体へ移行します
・Jr.Step で日常の身の回りの単語・文章を覚えさせます

Energy Source
If We Don’t Take Chances, then We’ll Never Find the Rainbows
もし私達が、一か八かでやらなければ、私達は決して虹を見つけることはないのです。
If we don’t ever take chances,
もし私達が、一か八かでやらなければ、
we won’t reach the rainbows.
私達は、虹に到達することはないのです。
If we don’t ever search,
もし私達が、探そうとしないのなら、
we’ll never be able to find.
私達は、決して見つけることは出来ないのです。
If we don’t attempt to get over
もし私達が、疑いや恐れに
our doubts and fears,
打ち勝とうとしなければ、
we’ll never discover how wonderful
疑いや恐れなく生きることが、どんなに素晴らしいのか
it is to live without them.
発見することはないのです。
If we don’t beyond difficulty,
もし私達が、困難を乗り越えなければ、
we won’t grow any stronger.
私達は、より強く成長することはないのです。
If we don’t keep our dreams any longer,
もし私達が、夢を現実のものとして抱き続けないのなら、
we won’t see the rainbows any longer.
私達は、夢を見ることはなくなるのです。
But…
if we can take a chance now and then,
seek and search, discover and dream,
grow and go through each day
with the knowledge that
we can only take as much as we can give,
and we can only get as much out of life
as we allow ourselves to live…
Then…
we can be truly happy.
We can realize a dream or two along the way,
and we can make a habit of
reaching out for rainbows
and coloring our lives
with wonderful days.

-Collin McCarty
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しかし…
もし私達が、これはという時に一か八かでやることができ、

捜して探し続けることができ、発見し、夢を抱き続ける
ことができるのなら、
成長し、一日一日を、次の事を心の中に持って
生きることができるのなら、
すなわち、私達は、自分の努力した分しか得ることは出来ないし

自分の人生を、どれ程一生懸命に生きるのかだけが
自分自身の人生を豊かにするということを…
そうすれば…
私達は、真に幸福になることが出来るのです。
私達は、人生を生きていく中で、一つ二つの夢に気づき、

そして、虹に手を伸ばして、
私たちの人生を、その素晴らしい日々で色づけようとする

習慣がつくのです。

コリンズマッカーティ
訳：渡邊節子
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Announcement③
Summer Reading 2017
今年は以下の本が Summer Reading です。7 月のはじめに各ご家庭に送りますので、
どうぞ楽しみにお待ちください！
※一部、教材を変更いたしました
レベルの目安

本題

英検 Jr.未受験
英検Ｊｒ．ブロンズ
／英検Ｊｒ．シルバー
英検Ｊｒ．ゴールド
/英検 5 級
英検 4 級
英検 3 級
英検準 2 級
英検 2 級
英検準 1 級/1 級

I Like Stars
by Margaret Wise Brown
Loose Tooth
By Lola M. Schaefer
Dick and Jane: Something Funny
by Penguin Young Readers
Thomas Jefferson's Feast
by Frank Murphy
A to Z Mysteries
by Ron Roy
New Yorkers Short Stories
by O. Henry
Who Moved My Cheese
by Spencer Johnson
Grinding It Out: The Making of McDonald's
by Ray Kroc

Summer Programs at Watanabe Academy
主催：Watanabe Academy, USA Inc.
今年も、盛りだくさんのサマープログラムをご用意いたしております。
ご興味のある方は、下記連絡先にお問合せください。詳しく直接ご説明致します。
Watanabe Academy, USA Inc.担当マニエ―渡邊馨子
TEL:03-6892-3223 FAX:03-6892-3233

English School at Hakuba
北アルプスの大自然の中での英語トレーニング合宿
8 月 18 日(金)～8 月 22 日(火)
1 人１人のレベルに合わせたアメリカの教材を使った英語体験学習です。Scavenger Hunt,
CSI Crime Solving Games, ミサンガ作り、劇（小学生）とオピニオン・ライディング（中学
生以上）の英語でのプレゼンテーション、などのアクティビティを通して英語を学びます。
ワタナベアカデミースタッフが指導します。申し込み締切は 6 月 24 日(土)です。
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