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“Stay on the road to success.” 
成功へ続く道をずっとたどりなさい。 

「読書の秋」がやって来ます。皆さんは、今年の夏は何を読みましたか？ 

英語の記事に”Simply read”というのを見つけました。 

外国語を学習する時、その言葉のextensive reading（多読）が 

どんなに役立つかという実験結果が出ていました。 

その実験結果は数字で表されていないので、具体的にはっきりとは言えないのですが、 

多読した人達は、読解だけでなく、学習している外国語のReadingは勿論、 

Listening, Speaking, Writingの分野も非常に進歩する、という内容でした。 

その記事が”Simply read（只、読みなさい）”というタイトルになっているのです。 

ワタナベアカデミーで作成している”Summer reading”をしっかりと読み、 

その本を覚えた生徒さんたちは、明らかに全ての英語の分野で力を増しています。 

英語を自分のものにしたいという動機で、 

皆さんはワタナベアカデミーにいらしているのですから、 

１日２４時間のうち、～時間は英語の本を読もうと計画し、それを実行するのです。 

継続するためには、読みやすい英語の多読から始めてみてください。 

きっと、英語を学ぶ本当の楽しさがわかりますよ！ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

12月 

16日(金)…2016年度第 3回英検申し込み締切 

8日(木)～23日(金)…16days Winter Schedule(単語特訓)  

24日(土)～1月 4日(水)…通常レッスン休み 

 

10月 

9日(日)…2016年度第 2回英検実施 

10日(月)…「体育の日」休み 

2016年 9月-12月 

Watanabe Academy  Gakugeidaigaku 

Watanabe Academy  Senzoku 

Watanabe Academy  Kajigaya 

http://watanabe-academy.com 

2016 年 9 月 

9月 

5日(月)…レッスン開始 

14日(水)…2016年度第 2回英検申し込み締切 

19日(月)…「敬老の日」休み 

22日(木)…「秋分の日」休み 

 

11月 

3日(木)…「文化の日」休み 

6日(日)…2016年度第 2回英検二次試験実施 

23日(水)…「勤労感謝の日」休み 
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英語検定実施日 

日時；10 月９日（日）英検実施 

場所；５級～２級…ＷＡ学芸大学教室 

場所；準１級・１級…一般会場 

申込締切：9 月 14 日（火） 

英検 Jr. 

日時；11 月 7 日(月）～ 11 月 12 日(土） 

場所；学芸大学・洗足・梶ヶ谷 各教室

申込締切：9 月 30 日(金) 

 

Announcement① 
 

 

 

 

  

２０１６年度第２回英語検定試験の申込期間は 8 月 3 日～9 月 14 日になります。 

夏休み期間になりますので、お申込みはお忘れなく、お早めにお願いいたします。 

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。 

テスト対策について 

TOEIC/TOEIC Bridge 実施 

日時；11 月 7 日(月）～ 11 月 12 日(土） 

場所；学芸大学・洗足・梶ヶ谷 各教室 

申込締切；11 月 5 日 (土) 

★英検２級合格以上の生徒さん 

→ TOEIC  

★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 Bridge を受験して下さい。 

英検申込み受付期間 
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7月 5日から、新しい講師を迎え、英会話レッスンをしております。 

Day Asa さん  東京工業大学大学院理工学研究科（フィリピン大学出身） 

Abdullah Rajiv さん   東京工業大学大学院（フィリピン大学出身） 

7月末で、母国に帰られた Micah Alanpay 英会話講師から、生徒の皆さんへメッセージです。 

Announcement② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
新英会話講師のご紹介 
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Energy Source 

 
         

STEVE JOBS 
 

Your time is limited, so don’t waste it    

living someone else’s life. 

 

 

Don’t be trapped by dogma, which is living 

with the results of other people’s thinking. 

 

 

Don’t let the noise of other’s opinions 

drown out your own inner voice. 

 

And most important, have the courage to 

follow your heart and intuition. 

 

They somehow already know what you truly 

want to become. 

 

Everything else is secondary. 

            

 

 

 

スティーブ・ジョブズの言葉より 

 

君達の持っている時間は限られている。だか

ら、誰か他の人の人生を生きることに自分の

時間を費やしてはいけない。 

 

定説に足をとられてはいけない。それは、他

の人々が考えた事の結果と共に生きることな

のだから。 

 

他の人々の意見の雑音で、君達自身の内なる

声を流し去ってはいけない。  

 

そして、最も重要なのは、君達の心と直感に

従う勇気をもつことだ。 

 

心と直感は、どういう訳か、君達が真になり

たいものを、すでに知っているのだ。 

 

 その他の全ての事は、二次的なものでしか

ない。 

    

                                 

訳：渡辺節子                         
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２０１６年度第１回英検合格者 REPORT 

Congratulations  

 

 

 

 

 ２級合格者 

合計・・・１２人 

☆大学２年生・・・１人 

☆高校２年生・・・４人 

☆高校１年生・・・３人 

☆中学３年生・・・４人 

                     

準２級合格者 

合計・・・２１人 

☆高校２年生・・１人  

☆高校１年生・・７人  

☆中学３年生・・５人  

☆中学２年生・・４人   

☆中学１年生・・１人 

☆小学５年生・・２人 

☆小学４年生・・１人 

 

           

３級合格者 

合計・・・２７人 

☆中学３年生・・・２人 

☆中学２年生・・・９人 

☆中学１年生・・・４人 

☆小学６年生・・・６人 

☆小学５年生・・・４人 

☆小学４年生・・・１人 

☆小学３年生・・・１人                      

1 級合格者 

 

合計・・・０人 

受験者なし                      

準 1 級合格者 

合計・・・５人 

☆高卒生・・・１人  

☆高校２年生・・１人  

☆高校１年生・・２人   

☆中学２年生・・１人 

          

５級合格者 

合計・・・２０人 

☆中学１年生・・・３人 

☆小学６年生・・・５人 

☆小学５年生・・・６人 

☆小学４年生・・・３人 

☆小学３年生・・・３人  

                      

４級合格者 

合計・・・１０人 

☆中学３年生・・・１人 

☆中学２年生・・・２人 

☆中学１年生・・・１人 

☆小学６年生・・・４人 

☆小学５年生・・・１人 

☆小学４年生・・・１人 

                      


