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“We cannot change yesterday. We can only make the most of today,
And look with hope toward tomorrow!”
「私達は昨日を変えることはできない。私達ができるのは、今日という日を最大に生かし、
そして希望と共に明日に向かって目を向けることだ。」
春は新しい生活をスタートさせる季節です。入学式、入社式、クラス変えなどを経て目まぐるし
く環境が変わる方も多いと思います。変化する時こそ、自分を変える絶好のチャンス！自分で風を
起こして乗って行くのです。
この機会にしっかり腰を据えて将来の自分を思い描きながら目標をたてましょう。今後どの分野
に進み、どんな仕事に従事してもグローバル競争から逃れることは出来ない時代に生きていること
を確認して下さい。日本人だけではなく、世界の人達と常に競い合っていくという現実がやってき
ているのです。
ワタナベアカデミーでは個々の目標、目的に合わせてカリキュラムをカスタマイズしています。
開塾して 26 年、国内だけではなく海外でも活躍している卒業生を数多く輩出してきています。
アメリカ留学がしたい、学校で英語の成績を一番になりたい、海外で活躍できるような人材にな
りたいなど具体的な目標を持って日々の英語学習に臨んで下さい。将来、夢が大きく実るように４
月から気持ちを新たにに頑張っていきましょう。
本村緩奈
（旧姓：渡邊緩奈）

2014 年 2 月―6 月

3月
5月
15日（土）⇒24日（月）…文法特訓特別スケジュール
3 日（土）⇒6 日（火）ゴールデンウィーク休み
21日(金) …文法特訓あり
14 日（水）…2014 年度第１回英検申し込み締切
23日(日)…レッスン休み
3月25日(火)⇒4月2日(水)…春休み
6月

4月

8 日（日）⇒2014 年度第１回英検実施

3 日（木）…レッスン開始
20 日（日）…サマープログラム説明会
29 日（火）…昭和の日 休み
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Announcements
文法力強化の春期特別レッスン
（実施中⇒3 月 24 日(月）まで)

この間に予定レッスンコマを出来なかった生徒さんは 4 月に振り替えて下さい。

消費税増税に伴う授業料とレッスン時間

消費税増税に伴い、授業料を改定させて頂きましたので、別紙をご覧ください。尚、
各レッスン時間を長くしていますので、それも合わせてご確認ください。

“TOEFL”時代に備えましょう“
New POWER UP CLASS スタートします。

TOEFL の新しい教材を使用して、Reading, Listening, Writing, Speaking の各分野をよ
り詳しく進めます。2 級を合格したばかりの人にも最適です。
毎週月曜～土曜日 7:30 pm ～ 9:00 pm （土曜日 3:30 pm ～ 5:00 pm も実施）

駐輪場について
学芸大学教室は、3 月より、パステルハイム１階正面の駐車場に皆さんの自転車を置
けるようにしました。レッスンに自転車でいらっしゃる生徒さんたちは必ず指定され
た場所に自転車を留めて下さい。

教室

ここです。

スロープ
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英語検定改定のお知らせ

日本英語検定協会より英語検定料の改定の通知が来ています。次回から次の様な料
金に改定致しますので、ご注意ください。
本会場受験

準会場受験

1級

8,400 円

1級

―

準1級

6,900 円

準1級

―

2級

5,000 円

2級

4,600 円

準2級

4,500 円

準2級

4,100 円

3級

3,200 円

3級

2,800 円

4級

2,100 円

4級

1,600 円

5級

2,000 円

5級

1,500 円

2014 年度実施の英検・児童英検・TOEIC・TOEIC Bridge

実施予定と申込締切に関しては、来月に一覧表をお送り致します。

振替レッスンのお願い！

お振り替えは翌月までにお願い致します。
例えば、11 月 20 日のレッスンの振り替えは 12 月 27 日までとなります。

テスト対策の補習！
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は事前に、
ご連絡を FAX でお願いいたします。FAX 番号は 03-3714-2535 です。
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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

Energy Source
Past mistakes don’t have to
cloud up your future;
neither do they have to prevent you
from trying new things.
Only if you hold on to them

過去の過ちで、あなたの未来を
暗くする必要はない。
又、その過ちで新しい事柄を
やろうとする志をやめる必要もない。
その過去の過ちにのみにしがみつくと
あなたの進む道を邪魔することになる。

will they get in your way.
You have been courageous enough
to risk making a mistake.
Praise yourself for your strength.
Remind yourself that this mistake was
most likely a necessary step for you to take
in order to gain

あなたは過ちをおこすほどの
大いなる勇気を持っているのだ。
あなた自身の力をほめなさい。
この過ちは、
人生と人生の中でのあなたの場所を
より理解する為には
通らなくていけない道のりであったと
心に刻みなさい。

more understanding about life
and your place in it.
そして未来を見てみると、
そこにはまだあなたの夢があることに
気付くのです。
その夢は、変わったかもしれないが、
まだあなたの夢にかわりはないのです。

They look to the future and realize
that your dreams are still there.
They may have changed,
but they are still your dreams.

ドナ・リバイン

-Donna Levine

訳：渡辺 節子
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２０１３年度第３回英検合格者 REPORT
Congratulations
1 級合格者

合計・・・１人

★１級に合格するためには★★★★
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、

☆大人・・・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

☆大学生
・・・1 人
☆高校３年生・・・２人
☆高校２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級合格者

合計・・・１７人
☆高校２年生・・・４人
☆高校１年生・・・５人
☆中学３年生・・・４人
☆中学 2 年生・・・３人
☆中学 1 年生・・・１人

準２級合格者

合計・・・２４人

★２級に合格するためには★
☆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。
（５０４の教科書が良い）
②毎日必ず英語の勉強をすること。

③６６０、２級の Vocabulary を完全にすること。
④英検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。

★準２級に合格するためには★
☆高校２年生修了レベル☆

☆高校１年・・３人 ☆小学 4 年・・１人

①毎回レッスンに出席すること。

☆中学３年・・７人

②毎日必ず英語を勉強すること。

☆中学 2 年・・５人

③６６０(1～300)、準２級の Vocabulary を完全にすること。

☆中学 1 年・・６人

④英検準２級の長文読解の訳と暗記を進めること。

☆小学６年・・２人

⑤Speed Up Class に毎週出席すること。
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３級合格者

合計・・・１９人
☆小学５年生・・・２人
☆小学６年生・・・５人
☆中学１年生・・・８人
☆中学２年生・・・２人
☆中学３年生・・・２人

４級合格者

合計・・・８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３年生・・・１人
☆小学４年生・・・２人
☆小学６年生・・・２人
☆中学１年生・・・２人
☆中学２年生・・・１人

５級合格者

合計・・・１５人
☆小学２年生・・・２人
☆小学３年生・・・３人
☆小学４年生・・・４人
☆小学５年生・・・２人
☆小学６年生・・・４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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