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“Opportunity is missed by most people because it
is dressed in overalls and looks like work.”
チャンスを殆どの人々は取り逃がす。
何故ならチャンスは作業服を着て労働のように見えるから。
－Thomas Edison（トーマス・エジソン）－
The world as we know is changing day by day.

私達の知っている世界は日々変化している。

What we thought was true is being questioned.

正しいと思っていたことも、不確実になっている。

In many ways we are looking for our new path and our future. 多くの方法で私達は新しい道筋、私達の未来を探している。
But what is the truth?

しかし真実とは何だろう。

What are we supposed to believe?

私達は、何を信じるべきなのだろう。

Today, our existence is being tried and times are tough.

今日、私達の存在は試され、時代は困難だ。

But is it, really?

しかし本当にそうであろうか。

I think we just need to open our eyes and look for the truth.

私達はただ目を開き、真実を探す必要があると思う。

Don’t be cocooned in what is comfortable and what you know.

快ちよい物や知っているものだけに包まれないように。

We need to overcome the boundaries of nations, race, culture,

私達は、国、人種、文化、言葉の壁を

language and beyond.

乗り越えなければならない。

Decoding what is happening in the world is how our ancestors

世界で起こっていることの謎解きをすることは

made our country today.

私達の先祖がどの様に国を創ったかを知ることだ。

Educate yourself, feed your strength with knowledge, and

自分を磨き、知識であなたの力を強くし、

become the fearless person you deserve to be.

当然なるべき、恐れなき人となりなさい。

The dawn of a new year is upon us.

新年の夜明けがまもなくだ。

Make the next year count as the year that made you better!

来年があなたをより良い人とする１年でありますように。

A Happy new year, everyone.

皆様、新年おめでとうございます。

Kaoruko Magnier-Watanabe

マニエ渡邊馨子

2015 年 1 月―3 月
12 月

2月

12月 26日(月）⇒1月4日(日） …冬休み

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

1月
3月

1月 5日(月）…レッスン開始
1月 9日(金）…2014年度第3回 児童英検申込み締切
1月12日(月）…成人の日 レッスン休み
1月25日(日）…2014年度第3回 英検１次試験実施

2日(月)～7日(土)…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
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Announcement
年末年始のスケジュール

各教室とも同じです。
 Winter Schedule は 12 月 25 日（木）まで行っています。
 12 月 21 日（日）＆23 日（天皇誕生日）も Winter Schedule のレッスンあります。

年末年始のお休み
 12 月 26 日（金）⇒1 月 4 日（日）
 事務所も休みます。
 1 月 5 日（月）⇒レッスン開始

1 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 月一時
イギリスに帰国しますので、1 月の英会話の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、
時には復習を兼ねてまとめて勉強をしないと全体的に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。

冬期・春期アメリカ語学留学
(高校 3 年以上が対象です！)
koukou

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）
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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
準 1 級～1 級⇒英検協会指定の場所（公開会場）

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。
TOEFL iBT
⇒受験する本人が internet で本会場に
申し込みます。
ワタナベアカデミーでの受験は出来ません。

児童英検⇒ワタナベアカデミー各教室
実施は 1 週間の内で、生徒さんの少ない曜日
時間帯を指定させて頂きます。
よろしくお願いします。

★どうか、お間違いない様にお願いします。

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 年英語検定

Next⇒TOEIC Bridge 実施

日時；1 月 25 日（日）英検 1 次
場所 : 学芸大学と公開会場

日時；2015 年 3 月 2 日（月）～3 月 7 日（土）

締切：12 月 19 日（金）

場所；学芸大学・洗足教室
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；2 月 3 日(火)→2 月８日(日)
場所；学芸大学・洗足教室

Bridge を受験して下さい。

締切：2015 年 1 月 9 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 12 月に各教室にあります。
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新入生を募集します！
ワタナベアカデミー学芸大学教室、洗足教室
お知り合いの方で、英語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。
渡辺節子

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。

領収書発行
英検、TOEIC、TOEIC Bridge 受験料のお支払に関しては、領収書を発行致しませんので、
ご了承ください。ただし、お月謝を現金でお支払の方で、領収書発行をご希望の方はお申し出下さ
い。これまで通り領収書を発行します。
もし、銀行振り込みの方で、領収書発行ご希望の方は、時間はかかりますが、
発行しますので、ご連絡お願いします。

洗足教室は移転します！
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す。新教室は
来年の 1 月 14 日（火）からのレッスンを開始します。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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就職
上島 園子 （聖心女子大学）
三菱東京UFJ銀行 総合職特定 外国為替業務推進

留学
野田 貴祐 （青山学院大学卒業）
W.P.Carey School of Business, Arizona State University
吉武 鴻
（慶應義塾高校）
Elmhurst School for Dance

交換留学
石川 有彩 （慶應義塾大学）
University of Washington
川井 郁生 （慶應義塾大学）
University of Toronto
岸上 知志 （慶應義塾大学）
Rice University
増田 拡 （慶應義塾大学）
The College of William and Mary
吉原 雄斗 （慶應義塾大学）
The College of William and Mary
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Energy Source
We will probably never understand
all of life’s disappointments,
but each disappointment is a chance
to draw closer to yourself –
find your own strengths,
and realize that you can make it
even when the dream shatters.

私達は人生の失望の全てを
決して理解することはないでしょう。
しかし、一つ一つの失望は、
自分自身をじっと見つめるチャンスなのです。
自分の持っている力を見い出し、
夢が破れた時でさえも成し遂げることが出来る
自分に気付くのです。一つの夢が終わった時、
もう一つの夢を見始めることが出来ることに気づきま

You can always begin to dream again
and for as long as you can dream,
you can find new places in life,
set new goals, and build a new and
more solid foundation,
with new and better expectations
of what life can offer …

す。
夢を見ることが出来る限り
あなたは、人生の新しい場所を見つけ
新しいゴールを定め、
新しい、しっかりとした基盤を作ることが出来るので
す。
人生が与えてくれるものに対して
新しく、より大きな期待と共に・・・

With each disappointment
you can better find yourself,
and see more clearly
just how strong a person
you’re becoming.
-Sharon Davis

一つ一つの失望で、
自分自身をもっとよく理解し
どんなに強くなっているのかを
はっきりと分かることが出来るのです。
―シャロン デイヴィス
（渡邊節子 訳）
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２０１4 年度第２回英検合格者 REPORT

1 級合格者

合計・・・０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、
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★
①どうしても合格したいという強い意思が必要です。

合計・・・２人

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
り、好きな DVD を繰り返し見たりすること。

☆高校 3 年生・・・２人

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

★２級に合格するためには★
合計・・・７人
☆中学 2 年生・・・１人
☆中学 3 年生・・・１人
☆高校 1 年生・・・２人
☆高校 2 年生・・・１人
☆高校 3 年生・・・１人
☆大学１年生・・・１人

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

準２級合格者

☆高校２年生修了レベル☆

合計・・・12 人

①毎回レッスンに出席すること。
☆小学６年生・・・1 人

☆中学３年生・・・２人

☆中学１年生・・・3 人

☆高校１年生・・・２人

☆中学 2 年生・・・4 人

②毎日必ず英語を勉強すること。
③６６０(1～300)、準２級の Vocabulary を完全にすること。
④英検準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。

３級合格者

★３級に合格するためには★

合計・・・11 人

☆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。

☆小学６年生・・・３人
☆中学１年生・・・６人
☆中学２年生・・・２人

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級合格者

合計・・・11 人

★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・・・２人
☆小学４年生・・・１人
☆小学６年生・・・２人
☆中学１年生・・・６人

５級合格者

合計・・・９人
☆小学４年生・・・２人
☆小学６年生・・・３人
☆中学１年生・・・３人
☆中学２年生・・・１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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