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“You were born to win, but to be a winner,
you must plan to win, prepare to win, and expect to win.”
あなたは勝つために生まれてきたが、勝者になる為には、
計画、準備、そして勝とうと思うのだ。
－Zig Zaglar－
このところ、殆ど毎日、日本人の英語教育についての記事が新聞に出ていない日はない様
です。東京都の「英語村計画」や大学で英語の授業だけをとって卒業できるとか、色々な計画が盛
りだくさん。しかし叫んでいる割には皆が進歩しないのは何故でしょう。その１つは、先月お便り
に書いていましたように、英語に触れたり、こなしたりする量があまりにも少ないのです。
またもう１つには、英語を「勉強」と考えているからだと思います。英語ができる様にな
る為には、出会った英語の言葉や文章を、食べ物を食べる様に、飲み物を飲む様に、身体に入れる
のです。例えばバナナを食べるとき、このバナナはどういう風に身体に役に立つのだろうとか、こ
れが身体に入ってどの様な形で外に出るのかとか、いちいち頭で考えながら、食べる人は多分いな
いでしょう。食べたバナナは胃で消化され、それぞれどこかでエネルギーになってみたりと頭で考
えていることとは別のところで生きて行くのに役に立っているのです。言葉だってそうです。いっ
たん身体に入れておくと頭で考えていないところで、突然、役に立つのです。食べて飲んで身体に
いれた英語を英語のルール（文法）で整理して、そのルールにのっとって書いたり、話したりする
のです。
これが身体で覚えるということです。３月はSpring “Be a Winner” Sessionを３月９日から
１６日間、日曜、祭日も休まずにレッスンを行います。また一人一人、何をどう進めるのか、一人
一人の教材とカリキュラムを担当教師と渡邊とで考えて、準備しています。必ず必ず、出席して、
文法力を強化して下さい。”Be A Winner（勝者であれ！）“という少々大きめのしおりも準備しい
てます。出席出来るコマ番号を即急に決めて、先月お送りましたハガキをお送り下さい。
渡邊節子

2015 年 2 月―5 月
2月
22日(日) …2014年度第3回

5月
4日(月）⇒6日（水）ゴールデンウィーク休み
7日(目)⇒11日(月)…レッスン休み（教師・講師研修）

英検2次試験

3月

13 日(水)…2015 年度第１回英検申し込み締切

2日(月)～7日(土)…TOEIC/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

27 日(目)…2015 年度第１回児童英検申し込み締切

4月
6日(月)…レッスン開始
29日(月)…レッスン休み（昭和の日）
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Announcement①
レッスン/事務について
文法力強化の春の特訓 “16days”
3 月 9 日(月)⇒3 月 24 日(火)
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。別紙に詳しくお知ら
せしていましたが、ご返事は必ず 2/20 までにお願い致します。尚レッスン初日に”Spring
Grammar Session, 2015 set”をお渡し、勉強を始めます。楽しみにして下さい。現在ワタ
ナベアカデミーでこのセット作成中です。春の特訓のご返事を即急にお願いします。
（春
の特訓とは別に「テスト対策」もできますので、担当教師に相談して下さい。

３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 月より
イギリスに帰国しています。ビザの手続き中ですので、もうしばらくかかります。残念
ながら３月の英会話レッスンはありません。唯し、年間スケジュールでお知らせしてい
ますように５月→７月は後２名の英会話の講師に来てもらい、”５月→７月英会話強化”
をします。

年間スケジュール/Rules

「通塾に関してのルールのご説明」と（株）ワタナベアカデミー独自のメリハリをつ
けた「年間スケジュール」の２枚を同封しています。どうぞ保存して下さい。

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。
2

Watanabe Academy March, 2015

Announcement②
各試験について
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

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。

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
ワタナベアカデミーでの受験は出来ません。
間帯を指定させて頂きます。

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。
唯、他の塾のテストや模擬テスト対策は含みません。

Next⇒2015 年第１回英語検定

Next⇒TOEIC /TOEIC Bridge 実施

日時；６月７日（日）英検 1 次
日時；2015 年 3 月 2 日（月）～3 月 7 日（土）

場所 : 学芸大学と公開会場

場所；学芸大学・洗足教室

締切：５月１５日（金）

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；6 月 15 日(月)→6 月 20 日(土)
場所；学芸大学・洗足教室

Bridge を受験して下さい。

締切：2015 年５月２９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４月に各教室にあります。

3

Watanabe Academy March, 2015

Announcement③
留学/短期留学について
春期アメリカ語学留学
(高校 3 年以上が対象です！)
koukou
a

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）

Summer Program at
Watanabe Academy
今年も、盛りだくさんのサマープログラムをご用意いたしております。同封の別紙に詳細を載せて
います。以下が一覧表になります。この他のプログラムもご紹介できます。

プログラム名

対象年齢

説明会

期間

参加期間
変更

Julian Krinsky
Summer Camp

中学3年生
～高校3年生

４/19

7/19～8/9

○

Watanabe Academy
Summer Tour

10歳～

7/22～8/6

×

7/19～7/31

×

7/12～8/7

○

7/19～8/15

○

7/20～8/7

×

Boston University
Summer Challenge for High School
students

Fay School
Summer Immersion Academic
Program

Lawrence Academy
Language Immersion Program

Yale University

高校生

10～14歳

12～17歳

13：00～15：00

４/19
13：00～15：00

個別
（3/10締め切り）

４/19
13：00～15：00

４/19
13：00～15：00

高校２年生
～３年生

13：00～15：00

Georgia Tech Language
Institute

大学生以上

個別

8/12～9/15

×

Drake University

大学生以上

個別

相談可能

○

English Language Institute for
High School Students

４/19

申込書を同封しています。興味がある方、ぜひご参加ください。
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Energy Source
The Sleeping Fox Catches No Poultry

寝ている狐に鶏はとれない！

We didn’t write that headline.

この章の見出しを書いたのは
私達ではない。
ベンジャミン・フランクリンだ。

Ben Franklin did.
Get out of that bed and get cracking.
He was saying.

そのベッドからとび出して
仕事にとりかかれ、
と彼は言っているのだ。

Set your alarm for six, not seven.
If you think you do well after
a two-martini lunch,
see what you do after a two-orange juice
breakfast.
Ben Franklin didn’t
Spend a lot of time

目覚まし時計を
7時ではなく、6時に合わせるのだ。
もしランチにマティーニを2杯飲んだあとも
ちゃんと働けると思うなら、
朝食のオレンジジュースを2杯飲んだあと
何が出来るのか見てごらん。
ベン・フランクリンは
居眠りに
長い時間を使わなかった。

Snoozing.
Starting at age 13,
With no formal education,

ちゃんとした教育もなく、
13歳で人生のスタートを切り、
どの時代の
ほとんどのアメリカ人より
多くのことを成し遂げた彼だ。

He accomplished more than
Almost any other American since.
“Plow deep while
Sluggards sleep,”

「怠け者が眠っているうちに
畑を深く耕せ」とも彼は言った。

He also said.
Get up and go.
The fox is wide awake.

だからその寝床から飛び出せ。
起き上がって出かけるのだ。
狐はすっかり目をさましている。
居眠りをしていると
あいつが鶏を全部取っちまうぞ。

He’ll grab all the chickens if you snooze.
-from Gray Matter

―アメリカの心より
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