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進路が決まらない迷える台風の様に、来年から実施される予定の英語の大学入試がどうな
るのか、はっきりしません。ここに来て、入試センターと協定書を結ぶ団体が決まったとの
新聞の記事がありました(2019年9月7日、日本経済新聞朝刊)。それらは⑴英検(日本英語検定協会)、
⑵ケンブリッジ英語検定、⑶GTEC、⑷IELTS、⑸TEAP、⑹TOEFL iBTの6団体です。TOEICは
辞退したとの事です。
又、直近の全国学力テストの英語分野で、会話力が30％の非常に低い結果も読みました。
しかし、英語のテストが他の学科と根本的に違うのは、英語以外は日本語で行われていて、
日本語が「話せるか」、
「聞けるか」のテストはありません。日本語が話せて聞けるのは当然
というところから始まっているのです。
一方、英語は「話せるか」
、
「聞けるか」といったところから始めるので、同じテストでも
全く違う考え方なのです。
「学ぶ Learning」
、
「訓練する Training」
、
「実践する Performing」の
ステップを踏まなければテストに対応できないのです。
ワタナベアカデミーで36年間教え続けてきた「LTPワタナベメソッド🄬」に日が差してきた
感じがします。実力をつけて初めて各テストの点数が取れます。
「LTPワタナベメソッド🄬」
で訓練を怠らずに来る入試や各テストに臨んでいきましょう。
スタッフ全員、一人一人のPerformingが素晴らしくなる様に、Learningの教材しっかり選び
作成し、各レッスンでご一緒にTrainingに励んで参ります。
さぁ、間もなくやって来る英検、英検Jr.、TOEIC Bridge、TOEFL Jr.(今年度開始予定)におい
ても、Trainingをしっかりとして、目的の成果を達成しましょう！その為に各テストの補習を
行っています。補習は無料になっていますので、積極的に利用してください。
渡邊

節子

2019 年 9 月 – 12 月
9月

11 月

6 日(金) … レッスン開始

3 日(日)…2019 年度第 2 回英検二次試験 A 日程実施

2019 年度第 2 回英検申し込み締切

4 日(月)…振替休日。レッスンお休み

16 日(月) …敬老の日。レッスンお休み

10 日(日)…2019 年度 2 回英検二次試験 B 日程実施

23 日(月) …秋分の日。レッスンお休み

23 日(土)…勤労感謝の日。レッスンお休み

10 月

12 月

6 日(日)…2019 年度第 2 回英検一次試験実施

6 日(金)…2019 年度第 3 回英検申し込み締切

14 日(月)…体育の日。レッスンお休み

8 日(日)～21(土)…Winter Schedule
22 日(日)～1 月 5 日(日)…レッスンお休み
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News from classroom
【学芸大学

小学生教室】

・小学生教室は英検の補習はメールにてご連絡下さい。
（sassano@watanabe-academy.com ）
・英検を受ける人は、ワタナベアカデミー以外でもスキマ時間に単語を見る癖をつけましょう！
・水曜日は通常の生徒さんが多くいらっしゃいます為、振替・補習はできる限り他の曜日にして頂きますよう
お願い致します。

【学芸大学

中学生教室】

・夏期講習が終わってすぐの英検が待っています。夏を通して力がついた生徒さんを多くお見かけしました。
本番までしっかりと宿題をこなしてください。さらに量が必要だと思う生徒さんは、私たちが課す以上の
課題に挑戦することも大切です。最後までの闘争心と、努力は結果を裏切りません。全力を尽くして下さい。
・英検補習は９月下旬から可能です。お早めにご予約下さい。また新しく入られた生徒さんは分からない事多々
あると思いますので、お気軽に担当に声を掛けてください。

【学芸大学

大教室】

・英検を受ける生徒さんは、受ける級の単語を全て覚えましょう！たかが単語、されど単語です。
・新学期になって受講する曜日や時間が変わる人は、必ず担当の先生まで申し出てください。

【洗足教室】
・9 月より火曜日、水曜日、土曜日の担当がデワンになります。
・英検と中間テストのシーズンになりました。補習にいらして下さい！

【梶ヶ谷教室】
・9 月より火曜日、水曜日、土曜日の担当が坂口になります。
・連絡先も坂口（izumi-s@watanabe-academy.com）に変更になりましたので、お願い致します。
・レッスン可能な時間が伸びました。全ての曜日で 15 時から 21 時までレッスンができます。
一緒に頑張りましょう！

レッスン時間の変更・欠席・振替などの連絡、ご相談などは、担当の先生の下記アドレスへ
メールでご連絡ください。教室へ直接お電話は、緊急事項のみでお願い致します。
坂口いずみ先生（洗足・梶ヶ谷教室）

izumi-s@watanabe-academy.com

塩谷崇彰先生（学芸大学大教室）

shioya@watanabe-academy.com

颯々野真紀先生（学芸大学小学生教室）

sassano@watanabe-academy.com

デワンさくら先生（洗足・学芸大学大教室）

dewan@watanabe-academy.com

野村萌里先生（学芸大学大教室）

nomura@watanabe-academy.com

鱒渕優菜先生（学芸大学中教室）

masubuchi@watanabe-academy.com
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Announcement
2019 年度第二回
英語検定試験
日程：10 月 6 日(日)
会場：ワタナベアカデミー学芸大学教室（５級～２級）
外部試験会場（準 1 級、1 級）
＊学芸大学教室で 5 級～2 級を受験される方
⇒ 受験票はご自宅に郵送されません。
＊準 1 級・1 級を受験される方、
⇒ 6 日前までに受験票が郵送されます。
写真が必要となりますので、当日までにご用意ください。

梶ヶ谷教室

休・退塾のお申込み

9 月より授業時間が延長になります。

▷11 月からの休塾及び退塾〆切

10 月 10 日(木)

毎週月曜～土曜 15 時～21 時

※必ず届の用紙をご提出下さい。
(Fax/メール/郵送でも承っております。)
※10 月からの休・退塾は 9/10 付けで
受付を終了しております。

スナックの配布
＊これまで休憩時間に行っていたお菓子の配布を、今月より中止させて頂きます。
お子様の休憩時間中のおやつ等に関しましては、ご持参して頂くか、休憩中に
ご購入下さいますよう、お願いいたします。ご理解の程宜しくお願い致します。
（※但し、会話レッスンに行かれた際に配布させて頂いております。）
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～Energy Source～
You never know until you try.
And you never try unless you really try.
You give it a shot;
you do the best you can.
And if you’ve done everything in your power,
and still “fail” –
the truth of matter is that you haven’t failed at all.
When you reach for your dreams,
no matter what they may be,
you grow from the reaching;
you learn from the trying;
you win from the doing.
- Lanie Parsons

君は挑戦するまで決して知ることはない。
そして、君が本気で挑戦しなければ、それは挑戦しているとは言えない。
挑戦してみなさい
君ができる最大の事をするのだ。
そして、もし君の力で全ての事をやってしまい、
それでもまだ“失敗”するのなら －
その真実は君は全く失敗してはいないという事だ。
君が君の夢に向かって努力するとき、
その夢が何であったとしても、
君はその努力をすることで成長し、
その挑戦をする事で学び、
その行動をすることで勝利するのだ。
‐訳：渡邉節子
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