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Do not suppose opportunity will knock twice at your door.
-Chamfort

(チャンスが君のドアを２回ノックするだろうと考えてはいけない。)
-チャムフォート

このところ“日本人の英語力を引き上げようという”風が暴風雨のように吹き荒れています。
2013年3月29日、日経新聞に「大学入試にTOEFL活用。国公立大中心。」日本もやっとこのレベルになって来
たのかと、ずっと待っていた時が来たと喜んでいました。しかし、一体どれ位の人が今の日本でこのレベルま
で教えられるのかと考えると、現状ではまず無理ではないだろうか。日本には教材が充分になく、そこまでの
レベルに引き上げるカリキュラムもありません。あるのはいつもの様に“ふわふわと浮いている言葉”だけだ
なぁと思っていたら、2013年4月12日朝日新聞に「英語教育、まず先生から始めよう」という社説です。
教える人がTOEFLを受けたこともなければ、どうやって生徒さん達の英語力をTOEFLレベルに出来るという
のでしょう。これから先生達をまず教育しようというのであれば、今の生徒さん達は一体どうせよというので
しょう。私は３０年前に日本に帰って来て日本の英語教育は“何もない焼野が原”だなあと思い“何とかしな
ければ”というのがワタナベアカデミーを開いた大きな理由のひとつでした。それ以来、充分な教材がないの
で、自分たちで作り、カリキュラムも生徒さん達を教え試行錯誤しながらいつの日か、TOEFLレベルの英語力
を求める時が来るだろうと準備して来ました。
Luck happens when preparation meets an opportunity!（幸運は準備が、チャンスは出会った時に起こるもの）
です。ワタナベアカデミーは０からTOEFLレベルまでのカリキュラムと当塾作成の教材と熱心なスタッフを揃
え、生徒さん全員がTOEFLレベルの英語が身に付けられるように頑張って来ています。
皆さん! 1週間に1～2回のレッスンを休むことなく出席し、TOEFLレベルの英語を自分のものにして「英語
が出来て本当に良かった!」と思うご自分をつくりあげて下さい。
“A journey of a thousand miles begins with a
single step.”（千里の道も一歩から。
）です。一歩一歩進んで行きましょう。6月に英検がやって来ます。失敗
を恐れずチャレンジしましょう！必ず「やってよかった。
」と思う日がやって来ますよ。
2013 年 5 月‐8 月
5月
3日(金)～6日(月)…ゴールデンウィーク 休み
14日(火 ) …第１回 英検申込み 締切
18日(土)…夏期アメリカ短期留学申込み締切
20日(月) …英会話レッスン開始
29日(水)…第１回児童英検申込み 締切

8月
12日(月)～15日(木)…休み
19日(月)～21日(水)…白馬英語サマーキャンプ
23日(金)～26日(月) …夏期集中レッスン(前期)
28日(金)～31日(月) …夏期集中レッスン(後期)

6月
9日(日)…第1回 英検1次試験 実施
16日(日)…白馬英語サマーキャンプ説明会（学芸大学：1:00-3:00）
17日(月)～23日(土) …第１回 児童英検 実施
29(土)…白馬英語サマーキャンプ 参加申込締切
7月
7日(日)…第1回 英検2次試験 実施
15日(月) …海の日 レッスン有り
20日(土)…夏休み前のレギュラーレッスン最終日
22日(月)～8月10日(土)…補習レッスン（レギュラーレッス

★Summer Program★
①Julian Krinsky Summer Camp

7/21-8/11

②Watanabe Academy USA Tour

7/24-8/8

③白馬英語サマーキャンプ

8/17-8/21

★夏期集中レッスン★
学芸大学

(前)8/23-8/26

洗足

(前)8/23-8/26

(後)8/28-8/31

ンはお休み）
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Announcement
レッスンの振替

英語検定締切・実施

レッスンの曜日の振替は、前々日まで

2013 年第 1 回英語検定の締切

に FAX でお知らせください。

5/14（火）

学芸大学・洗足教室とも次のＦａｘに

2013 年第 1 回児童英語検定の締切

お願い致します。

5/29（水）

Fax:０３－３７１４－２５３５

・第 1 回英語検定実施
6 月 9 日（日）
・第 1 回児童英検実施

レッスン曜日・時間の確認

6 月 17 日（月）～22 日（土）

学芸大学教室
月曜日～土曜日 14:00～21:00

☆申込用紙は、教室にありますので、
申込用紙と受験料を必ず、期日まで
にスタッフに渡してください。

洗足教室
月曜日～土曜日 15:00～20:30
＊日曜日・祭日…休み

iPad でリスニング
小学生と中学生で英検 3 級合格していない
生徒さん対象に iPad で Level 1⇒Level 2
⇒Level 3 の 3 段階で、リスニング・トレーニ
ングを始めています。
各生徒さんのカリキュラムに入っていますの
で、しっかりとやって下さい。

英会話レッスン開始
・5 月～6 月

エレナ・コロム講師
（アメリカ出身）

・8 月から（白馬英語サマーキャンプから）
ケリー・ブロックルハースト講師
（昨年の英語会話講師・イギリス出身）

洗足教室の授業時間
洗足教室の授業時間は 15:00～20:30 です。遅くとも下記の時間までに入室お
願い致します。
2013 年４月より授業時間が延長しましたので、ご確認ください。
 高校生・大学生(２時間)
 中学生(１時間５０分)
 小学生高学年(９５分)

15:00～18:30 までに入室
15:00～18:40 までに入室
15:00～18:55 までに入室

 小学生低学年(８０分)
 幼稚園生(６０分)

15:00～19:10 までに入室
15:00～19:30 までに入室
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The Movie Time (17:00-17:30)

Summer Reading, 2013

（於：学芸大学教室）
毎年実施しています夏休みの間に読んで頂く“Summer

上映 Movie の Schedule

Reading, 2013”の準備に入っています。6 月末に各生徒さ



4/1⇒5/11 Megamind



5/13⇒6/1 Ratatouille



6/3⇒6/22 Kang Fu Panda

んに発送しますので、7 月―8 月中にしっかりと同封のＣＤ
を聞いて読んで下さい。本以外は全てワタナベアカデミー
で制作するオリジナルのものです。

★Summer Program★

締切のお知らせ（各プログラムの締切は次の通りです。）
①Julian Krinsky⇒ 5 月 18 日（土）
②Watanabe Academy USA Tour⇒ 5 月 18 日（土）
③白馬英語サマーキャンプ⇒ 6 月 29 日（土）
☆Julian Krinsky Summer Camp

☆Watanabe Academy USA Tour

４月 21 日（日）に説明会を開きましたが、その後ご参加を検討なさっている方は、
ワタナベアカデミーまで直接ご連絡下さい。
☆白馬英語サマーキャンプ
６月１６日（日）１：００－３：００ 学芸大学教室で説明会を致します。

夏休み（7 月 22 日⇒8 月 10 日）の間の補習
（於：学芸大学教室）

☆7 月 22 日⇒８月 22 日の間はレギュラーレッスンはお休みですが、
8 月 23 日⇒8 月 31 日の夏期集中レッスンでこの間のレッスンはまとめて行います。
今年は次の期間中補習を致します。但し夏期集中レッスンにスケジュールが合わない生
徒さんや、補習レッスンご希望の生徒さんはお申し出ください。
☆7 月 22 日（月）⇒8 月 10 日（土）の補習は学芸大学教室でのみとなっております。
午前 11:00⇒午後 8:00
(1:00-1:30/5:00-5:30⇒昼食・夕食時間）
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Power Up Class,

Speed Up Class

Pre-Power Up Class

(於：学芸大学)

（於：学芸大学教室）





3 級合格以上の生徒さん達の為

TOEFL 対応のクラスです。

に、リスニング、英作文、暗記力を

月曜日―土曜日 7:30-9:00

訓練し、スピードを速くするクラスで

Pre-Power up

す。

土曜日 3:30-5:00

月曜日―土曜日 18:00

このクラスで訓練して皆さん英検準 1 級、

このクラスを初めてお始めになる生徒さ

1 級、留学にチャレンジ成功しています。

ん用には、少しやりやすい Beginners Set
でレッスンを行っています。



洗足教室の生徒さんでこのレベルの



洗足教室の生徒さんでこのレベル

人は、個人別にカリキュラムに入れ

の人は、個人別にカリキュラムに入

ています。

れています。

2012 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、

☆高校１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

合計・・・２人

★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。
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。

☆大学３年生・・・１人
☆高校 3 年生・・・1 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。
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２級合格者

★２級に合格するためには★

合計・・・10 人
☆中学 1 年生・・・1 人
☆中学 3 年生・・・4 人
☆高校１年生・・・５人（一次３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。

準２級合格者

合計・・・10 人

★準２級に合格するためには★
☆高校２年生修了レベル☆

①毎回レッスンに出席すること。

☆中学 2 年生・・・6 人

②毎日必ず英語を勉強すること。

☆中学 3 年生・・・3 人

③６６０(1～300)、準２級の Vocabulary を完全にすること。

☆高校 1 年生・・・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・・・8 人
☆小学 5 年生・・・1 人
☆小学 6 年生・・・2 人（一次 2 人）
☆中学１年生・・・４人（一次 1 人）
☆中学２年生・・・１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級合格者

合計・・・７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。

☆中学１年生・・・７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

合計・・・４人
☆小学４年生・・・２人
☆小学５年生・・・１人
☆中学１年生・・・１人

★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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Energy source

Past mistakes don’t have to

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。

cloud up your future;
neither do they have to prevent you
from trying new things.
Only if you hold on to them
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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