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“Chance favors the prepared mind.”
---Louis Pasteur--（チャンスは準備ができている心を好むールイ・パスワール）

Spring Session は文法強化プログラムで、非常にうまく行きました。引き続き少しずつ文法
を進めて下さい。現在ワタナベアカデミーでは、各生徒さんの夏休み中に取り組んで頂く Summer
Reading の準備を始めていますが、今年は英文の暗記だけではなく、日本語訳の練習も入れていきま
す。この数年、次の様な訳が多くなり、非常に気になります。例えば”I like apples.”「私はリンゴ
が好きです」というのを、
「私が好きなのはリンゴです」といった訳の仕方です。また電子辞書で訳
をするので、最初に出てくる日本語訳を書いて、日本語として通じなくても、平気でいることです。
それで今年の Summer Session はお送りする”Summer Reading Book”の英語の暗記と紙の辞書を使
って、じっくりと日本語訳の練習をすることにしています。
先日、新聞に、今の日本の高校 3 年生の平均的な英語力は中学 3 年生レベルで、目標とする
英検 2 級、準 2 級レベルにはとても達していないという記事が出ていました。日本の将来を考える
ととても恐ろしいことです。
ワタナベアカデミーは目標を高く持ち、足元をしっかりと固め、前に進んでいきます。目を
世界に向けて、海の向こうのライバルに出会った時にひるまない様、頑張って行きましょう。
6 月には英検です。夏休みにはアメリカ・サマースクール参加、白馬英語サマーキャンプな
ど、色々な形で英語が身に付けられる様なプログラムのオン・パレードです。皆さんどうか様々な
プログラムに挑戦してみてください。

2015 年 4 月―7 月

4月
29 日（月）…昭和の日 休み

6月
7 日(日)…2015 年度第 1 回 英検 1 次試験 実施
16日(月)⇒21日(土) …2015年度第１回児童英検実施

5月
4日(月）⇒6日（水）ゴールデンウィーク休み
7日(木)⇒11日(月)…教師・講師研修の為レッスン休み
13 日(水)…2015 年度第１回英検申し込み締切
27 日(木)…2015 年度第１回児童英検申し込み締切
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7月
５日(日)…2015年度第1回 英検2次試験 実施
２３日（月）…Summer Schedule 開始（５月末にスケ
ジュールをお送り致します）
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Announcement①
レッスン/事務について

教師、講師研修会


５月７日→５月１１日は、講師、講師の研修会のため、ワタナベアカデミーは学芸大
学教室、洗足教室ともお休みとさせて頂きます。この期間のレッスンはご都合のよい
時にお振替をお願いします。

6 月、7 月のテスト対策について
て

上記に書きましたように、ゴールデン・ウィーク後に教師の研修会が続き、5 月 11 日ま
でお休みとなりますので、テスト対策をご希望の方は早めに担当教師に伝え、早めに対
策を始めてください。

ケリー先生の会話レッスン再開！

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したが、無事に 4 月に日本へ戻り、本塾で会話レッスン
を再開致しました。お知らせしていましたように５月の終わり→７月に来てもらう、
２名の英会話の講師も決定しました。この期間に、より集中的に会話のレッスンが出
来ます。

2015 年度第 1 回英検申込み締切日
5 月 13 日（水）が本塾での、2015 年度第 1 回の英検の申込みの締切となっております。
お忘れにならないようお気を付けください。

て
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Announcement②
レッスン/事務について
5 月～7 月英会話強化月間

5 月 24 日（月）～7 月 21 日（火）の間、現在のケリーブロッコルハースト講師の英会話レッスンに加えて、二人
の講師を迎え、英会話レッスンを通常よりも強化してまいります。二人とも、西南学院大学（福岡市）に留学中
0211111111111111
で、大学の留学科の推薦を経て、本塾に来てもらいます。
 Arlenys Valdez さん
 Darcie Knights さん

The State University of New York at New Paltz
The University of Carolina at Greensboro

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
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Announcement③
Congratulations

留学合格おめでとうございます！

新村

亮篤

君（慶応義塾高校）

Avon Old Farms School（コネチカット州 U.S.A）
阿久津まりなさん（成城学園中学校）
Acalanes High School （カリフォルニア州 U.S.A）

REPORT

２０１４年度第３回英検合格者
1 級合格者

★１級に合格するためには★★★★
①諦めずに受験し続けること。

合計・・・１人

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、

☆高校 3 年生・・・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・・・０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
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。
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２級合格者

★２級に合格するためには★

合計・・・１０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。

☆高校２年生・・・１人
☆高校１年生・・・３人
☆中学３年生・・・２人
☆中学 2 年生・・・３人
☆中学 1 年生・・・１人
人

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。

準２級合格者

★準２級に合格するためには★

合計・・・１２人

☆高校２年生修了レベル☆

☆中学３年・・３人

①毎回レッスンに出席すること。

☆中学 2 年・・２人

②毎日必ず英語を勉強すること。

☆中学 1 年・・４人

③６６０(1～300)、準２級の Vocabulary を完全にすること。

☆小学６年・・１人

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

合計・・・１８人
☆小学３年生・・・３人
☆小学４年生・・・１人
☆小学５年生・・・１人
☆小学６年生・・・２人
☆中学１年生・・・11 人

４級合格者

合計・・・１２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４年生・・・１人
☆小学５年生・・・１人
☆小学６年生・・・２人
☆中学１年生・・・７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。）
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５級合格者

★５級に合格するためには★

合計・・・１２人

☆中学１年生修了レベル☆

☆小学２年生・・１人 ☆中学 1 年生・・１人 ①毎回レッスンに出席して各教科書を進めるこ
☆小学３年生・・１人

と。

☆小学４年生・・５人

②毎日必ず英語を勉強すること。

☆小学５年生・・２人

③５級の単語、Writing、Vocabulary Exercise を完

☆小学６年生・・２人

全にすること。

Energy Source
There is a funny old saying, one that says

ある面白い古い諺がある。それは次のようだ。

“If you don’t ride a bicycle,

「もし君が自転車に乗らないのなら

you don’t fall off!”

君が落ちることはない！」と。

What it means to say, of course, is

勿論、それが意味することは

if you do put a lot of energy into something,

「もし君がある事にとても大きなエネルギーを

you are bound to make mistakes;

そそぐなら、間違いをおかすだろう；

and if you take a lot of risks;

そしてもし君が多くのリスクをとるならば；

you are bound to tumble here and there.

君はあちこちでころぶだろう」と。

But remember this: that if you persist,

しかしこのことを忘れないで：

you will arrive at the destination of your

もし君が追及し続けるのであれば、君の選択のゴ

choice.

ールに到着するだろう。

And if you do occasionally fall in the process,

そしてもし君がその過程で、時々落ちるとしたら

you’ll learn much more than if you don’t.

君は落ちないよりずっと多くの事を学ぶだろう。

So try, and do, and discover all that you can

だから挑戦しなさい。そして実行しなさい。

be.

そして君の可能性の全てを見出しなさい。

And take me with you …

そして私を君と共に持って行きなさい。

In spirit, as you go,

魂の中に、君が進む時に、

so you’ll know that

そうすれば、君は知ることになるだろう。

I’ll always be beside you

私が常に君の側にいて

wishing for nothing but the best.

最高の事を望んでいるということを。

-Michael Rille-

―マイケル・リール（渡邊節子訳）－
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