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Train yourself never to put off the word or action
for the expression of gratitude.

－Albert Schweitzer－

感謝を言葉や態度で表すことを後伸ばしにすることのないように
自分を訓練しなさい。
（アルベルト・シュバイツァー）

~Earn it to deserve it~
Do you think the world revolves around you because you think you’re cute?
Do you think you can get anything you want because you think you have wealth?
Do you think people will always say“yes”to you because of the name of your school?
Do you also think that being smart deserves no real effort from you?
Well, it depends.
It depends on whether or not you have something to prove.
It depends on whether or not you plan to graduate from your small word
and venture out into a grander one.
If this is your plan, then reflect upon yourself.
Are you doing enough?
Are you really?
Because whatever steam you are running on today, it will eventually run out.
So make sure you have a plan.
The Christmas and New Year’s season is here and it is time reflection.
Take your time this year to fix what needs fixing and continue what is working.
And we all of us at Watanabe Academy hope you have a productive

Year 2014
Kaoruko Magnier-Watanabe
2014 年 1 月―4 月

1月（2014年）
★6日(月) …レッスン開始
8日(水) …児童英検申込み締切
13日(月) …成人の日 休み
26日(日) …2013年度第3回英検1次試験

3月
3日(月)～8日(土) …TOEIC/TOEIC Bridge試験
15日（土）⇒24日（月）…文法特訓特別スケジュール
*詳しくは1月末に生徒さんにお送りします。
21日(金) …レッスンあり
3月25日(火)⇒4月2日(火)…春休み

2月

4月

11 日(火) …建国記念日 休み

3 日…レッスン開始
29 日…昭和の日

23 日(日) …2013 年度第 3 回英検 2 次試験
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Announcement
New!
年末年始のスケジュール

各教室とも同じです。
 Regular lesson は 12 月 27 日（金）まで平常通りあります。
 12 月 23 日（天皇誕生日）⇒12 月 28 日（土）の振り替えで lesson あります。
年末年始のお休み
 12 月 28 日（土）⇒1 月 5 日（日）
 事務所も休みます。
 1 月 6 日（月）⇒レッスン開始

New!
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

New!
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。
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ご注意！
休塾・退塾お届け

休塾・退塾の場合、書面での届出となっていますので、再確認します。
休・退塾ご希望の前月の 20 日までに書類でお届け下さい。
間違いを避ける為、口答でのお申し出やお子様を通しての口答でのお申し出は、
受け付けてはおりません。

ご注意！
お月謝振込には、生徒さんの名
前で。で！
お支払記録のミスを避ける為に、
授業料のお振込みは、生徒さんの名前でお願いします。

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は、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。

Holiday Season Week
12 月 21 日（土）⇒12 月 27 日（金）
例年のクリスマスパーティーに替えてこの 1 週間各教室で、Holiday Season を
ケーキとビンゴで祝います。
勿論、お勉強もあります！
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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）

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。
TOEIC/TOEIC Bridge⇒ワタナベアカデミー各教室
英検⇒指定された受験日の受験時間のみ
⇒実施する 1 週間の日時で受験出来ます。
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）
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間
ワタナベアカデミーでの受験は出来ません。
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。

Next⇒2014 年英語検定

Next⇒TOEIC/TOEIC Bridge 実施

日時；1 月 27 日（日）英検 1 次
場所 : 学芸大学と公開会場

日時；2014 年 3 月 3 日（月）～3 月 8 日（土）

締切：12 月 20 日（金）

場所；学芸大学・洗足教室
申込み締切；2014 年 3 月 1 日（土）

児童英検

★英検２級合格以上の生徒さん
→ TOEIC

日時；2 月 3 日(月)→2 月８日(土)

★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

場所；学芸大学・洗足教室
締切：2014 年 1 月 8 日（水）

Bridge を受験して下さい。
☆申し込み用紙は 12 月に各教室にあります。
☆申し込み用紙は 2 月に各教室に置きます。
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New!
文法力強化！
10 月の英検後、各生徒さんのカリキュラムに文法を入れて、進めています。
英単語・文章を覚えるだけでもナメクジ状態で生きてはいけるのですが、
覚えたものを文法で整理すると、背骨がしっかりとして、立って歩けるのです。
来年の春の特訓は“文法強化特訓”にする予定です。
★教材については、
高校生以上または中学生で 2 級合格以上の生徒さん⇒TOEFL Grammar 5 冊セット
小学 5 年生以上⇒中学生⇒主に Jr. Grammar を使用しています。
この Jr. Grammar に関しては、現在は教室でのみ使用していますが、
渡邊節子が作成したものですので、著作権標示等を明確にして、
一冊の本としてお届けします。これはご家庭でお母様と一緒に
勉強出来る様に作ったものです。しばらくお待ち下さい。

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。

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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New!
1 月から外国人講師による英会話開始

ケリー・ブロックルハースト講師（イギリス出身）は、無事大学（Liverpool John Moores
University International Business and Japanese リバプール大学、イギリス）を卒業し、1 月
6 日に来日し、ワタナベアカデミーで英会話レッスンを含め、スタッフメンバーとして教
えます。ケリー・ブロックルハースト先生は昨年交換留学で日本に来て留学先大学の勉強
が終わり、ＯＰＴとして残りの期間、ワタナベアカデミーで、英会話を担当しました。そ
の時ワタナベアカデミーが非常に気に入り、是非とも大学卒業後、働きたいとの希望があ
り、正社員スタッフと同様に教えていきます。会話だけではなく、
幅広い分野を担当していきますので、皆さんどしどし質問して教えてもらって下さい。

New!
4 月から新入社員 2 名入社

（株）ワタナベアカデミーの正社員として、4 月から 2 名入社します。
２名とも 1 年間のアメリカ留学経験者です。

New!
4 月から廣瀬（渡邊）貴子先生復帰

1 年間の産休をとらせて頂いていましたが、
4 月から元気に戻って参ります。

退職

池辺愛先生はご家庭のご都合で、12 月 28 日をもって退職します。
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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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２０１２年度第２回英検合格者 REPORT

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、

☆小学６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★
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・・・１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。

☆小学６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。

2 級合格者

合計・・・16 人
☆小学６年生・・・１人
☆中学 2 年生・・・4 人
☆中学 3 年生・・・4 人
☆高校 1 年生・・・7 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。
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・・・16 人

①毎回レッスンに出席すること。
☆小学６年生・・・1 人

☆高校１年生・・・3 人

☆中学２年生・・・7 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。

☆中学 3 年生・・・5 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

★３級に合格するためには★

合計・・・１６人
☆小学４年生・・・１人
☆小学６年生・・・５人
☆中学１年生・・・４人
☆中学２年生・・・５人
☆中学３年生・・・１人

４級合格者

☆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☆

合計・・・２３人

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５年生・・・４人
☆小学６年生・・・１３人
☆中学１年生・・・５人
☆中学２年生・・・１人

５級合格者

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★

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

☆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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