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“Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.”
学問は、その持ち主にどこにでもついてくる宝物だ。
－Chinese Proverb（中国の諺）－
ビジネスパーソンを対象として行われた日本経済新聞社と日経ＨＰの調査で新たに取得し
たい資格の1位はＴＯＥＩＣテストのＡレベル（800点以上）だったと2015年1月13日の日経新聞に
出ていました。また同じ調査の2位はＴＯＥＩＣテストＢレベル（730-860点）、3位はＴＯＥＩＣテ
ストＣレベル（470-730点）、4位に宅建だということです。
これ程まで英語が出来るように様になりたいと思う人が多いし、過去長い間日本では英語
の教育が行われているというのになかなか上手にならないのは一体何故でしょうか？その原因の
一つはあまりにも英語に触れるのが少なすぎるからだと思います。考えてもみてください。中学一
年生で始める英語の教科書の薄さ！6年間積み重ねても、英語の本が6冊、せいぜい多くても10冊の
英語で世界に立ち向かえといっているのですから、日本人が普通に英語が出来ないのは当たり前で
しょう。また日本での英語は英検2級高校卒業程度までなのです。英検２級高校卒業程度が何を意
味するのか明確ではないですが、それ以上勉強しようにも教材が日本ではなかなか入手できないの
です。
それではどうすればよいのでしょう。英語を勉強とは思わないで生活の一部を英語にする
のです。１日２４時間の内、１時間を英語の生活に変えてみてください。DVDを英語で見るのも良
いし、簡単な英字新聞を読むのもよいし、TVの番組を英語でみるのも良いでしょう。最初から全て
を分かろうとはせずに自分が好きなことで、続けられるものをやるのです。分からないのは当たり
前なのですから。しかし最近非常に良い方法が出て着ました。ワタナベアカデミーでは英検２級合
格した生徒さん対象にやってもらっているのですが、スマートフォンにUSAToday（アメリカの新聞
）、またはBBCNews（イギリスのニュース番組）をダウンロードし、毎日の１つのニュースを読み聞
きし、ノートをとってもらい、提出してもらっています。
１日２４時間与えられている時間を英語の生活に変えることで世界に打って出る英語力を
付けるのです。そして学校の教科書だけでは不足している英語に触れる時間を稼ぐのです。私達も
この不足を補えるよう今年も教材作りや指導に精一杯努めます。ご一緒に頑張りましょう。
渡邊節子

2015 年 1 月―3 月
1月
1月25日(日）…2014年度第3回

3月
2日(月)～7日(土)…TOEIC/TOEIC Bridge 試験
9日(月)⇒24日(火)…“文法特訓”Spring Schedule
25日(水）⇒4月5日(日)…春休み

英検１次試験実施

2月
11日(月）…建国記念日 休み
22日(日) …2014年度第3回 英検2次試験

4月
6日(月)…レッスン開始
29日(月)…レッスン休み（昭和の日）
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Announcement①
レッスン/事務について

２月の会話について
ケリー・ブロックルハースト講師（イギリス出身）は、ビザの切り替えの為、1 月よりイ
ギリスに帰国しています。ビザの手続き中ですので、もうしばらくかかります。残念なが
ら 2 月の英会話レッスンはありません。

文法力強化の春の特訓 “16days”
3 月 9 日(月)⇒3 月 24 日(火)

平常の各生徒さんのカリキュラムにも文法を入れて、進めていますが、
時々復習を兼ねてまとめて勉強をしないと全体的な文法を理解するのは難しいです。
3 月の”春の特訓”は、去年も好評でした”文法強化特訓”を致します。
別紙に詳しくお知らせしていますが、ご返事を必ず 2/20 までにお願いします。

インフルエンザ出席停止期間について

インフルエンザに罹患された場合、発症した後５日を経過し、かつ解熱した後２日を
経過するまで出席をお控え頂くようお願い致します。

洗足教室は移転しました！
洗足教室は現在の場所から洗足駅により近く、より広い教室へと移転しました。新しい
住所は以下の通りです。よろしくお願いします。
旧住所：東京都目黒区洗足 2-6-11
↓
新住所：東京都目黒区洗足 2-6-9
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Announcement②
各試験について
英検・児童英検
TOEIC/TOEIC Bridge の受験に関して

・各テストの受験可能期間及び、実施会場は次の様になっています。
英検⇒指定された受験日の受験時間のみ
5 級～2 級⇒ワタナベアカデミー・学芸大学教室

TOEIC Bridge⇒ワタナベアカデミー各教室
⇒実施する 1 週間の日時で受験出来ます。

準 1 級～1 級⇒英検協会指定の場所（公開会場）
TOEFL iBT
⇒受験する本人が internet で本会場に
児童英検⇒ワタナベアカデミー各教室
申し込みます。
実施は 1 週間の内で、生徒さんの少ない曜日時
ワタナベアカデミーでの受験は出来ません。
間帯を指定させて頂きます。

学校・英検・児童英検・TOEIC・TOEFL
テスト対策

各生徒さんの学校・英検・児童英検・TOEIC・TOEFL のテスト対策は、
遅くとも 2 週間前から計画表を作り準備をしています。
テストの期日と範囲が分かりましたら、担当の先生に必ず伝えて下さい。
こちらでテストの範囲やプリントを整理したり、
各生徒さんにはノート作りの仕方を教えたりと、
各生徒さんに合わせて、テスト対策の勉強をしてもらっています。

Next⇒2015 年第１回英語検定

Next⇒TOEIC /TOEIC Bridge 実施

日時；６月７日（日）英検 1 次
日時；2015 年 3 月 2 日（月）～3 月 7 日（土）

場所 : 学芸大学と公開会場

場所；学芸大学・洗足教室

締切：５月１５日（金）

申込み締切；2015 年 2 月 28 日（土）

児童英検
★高校入学時に TOEIC Bridge でクラ
ス 別 け が あ る 生 徒 さ ん は 必 ず TOEIC

日時；6 月 15 日(月)→6 月 20 日(土)
場所；学芸大学・洗足教室

Bridge を受験して下さい。

締切：2015 年５月２９日（金）

☆申し込み用紙は 2 月に各教室に置きます。

☆申し込み用紙は４月に各教室にあります。

3

Watanabe Academy February, 2015

Announcement③
留学/短期留学について
春期アメリカ語学留学
(高校 3 年以上が対象です！)
koukou
a

１月から３月の間、アメリカの語学学校留学をご希望の方は、お知らせ下さい。
詳しいお知らせは直接ご説明致します。 （ＳＡＰ担当）

Summer Programs at
Watanabe Academy
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。同封の別紙に詳細を載せて
います。以下が一覧表になります。この他のプログラムもご紹介できます。

プログラム名

対象年齢

説明会

期間

参加期間
変更

別途資料
ページ番号

Julian Krinsky
Summer Camp

中学3年生
～高校3年生

４/19

7/19～8/9

○

１

Watanabe Academy
Summer Tour

10歳～

7/22～8/6

×

２

7/19～7/31

×

３

7/12～8/7

○

4

7/19～8/15

○

4

7/20～8/7

×

4

Boston University
Summer Challenge for High
School students

Fay School
Summer Immersion Academic
Program

Lawrence Academy
Language Immersion Program

Yale University

高校生

10～14歳

12～17歳

13：00～15：00

４/19
13：00～15：00

個別
（3/10締め切り）

４/19
13：00～15：00

４/19
13：00～15：00

English
Language Institute for High
School Students

高校２年生
～３年生

13：00～15：00

Georgia Tech
Language Institute

大学生以上

個別

8/12～9/15

×

5

Drake University

大学生以上

個別

相談可能

○

5

４/19

別途資料の最後のページに説明会の申込書があります。ご興味がある方、ぜひご参加ください。
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Energy Source
Learning isn’t easy…
Frustration tends to set in
quickly.
You hurt.
You feel defeated.
You want to give up –
to quit.
You want to walk away
And pretend it doesn’t
matter.
But you won’t,
because you’re not a loser –
you’re a fighter….

学ぶのは、簡単なではない…

We all have to lose sometimes
before we can win,
We have to cry sometimes
before we can smile.
We have to hurt
before we can be strong.
But if you keep on working
and believing,
you’ll have victory
in the end.
- Anne Davies

私達は、時々、負けなければならないのだ、

すぐにいらいらしてくるものだ
あなたは、傷つく。
あなたは、打ち負かされたと思うだろう。
あなたはあきらめたい―
やめたいのだ。
あなたは、そこから立ち去って、
「どうでもいいや」と
振る舞いたいのだ…
しかしあなたはそんなことはしない。
何故ならば、あなたは、負け犬ではないのだ―
あなたは戦う人なのだ…
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私達が勝つことができる前には。
私達は、時々、泣かなければならないのだ、
私達が微笑むことができる前には。
私達は、傷つかなければならないのだ、
私達が強くなることができる前には。
しかし、あなたが学び続け、
そして信じ続けるならば、
あなたは、最後の時に、
勝利を手にするのです。
（渡邊節子 訳）
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