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“True greatness consists in being great in little things” 

（真の偉大さは小さな事柄に於いて偉大であるということだ） 

-Charles Simmons- 

 

 

 

 

 

 

 

http://watanabe-academy.com 

2016年 1月号 

2016 年 1 月―2016 年 3 月 

WatanabeAcademy  Gakugeidaigaku 

Watanabe Academy  Senzoku 

 

Happy New Year 2016 

January 1 is your first blank page of a 365 page book! 

Write a good one and make the year 2016 a masterpiece of your life! 

新年明けましておめでとうございます。 

元旦は、あなたの 365ページの本の真白な 1ページ目！ 

素晴らしい 1ページにして下さい。 

そして 2016年があなたの人生の傑作でありますように！ 

ワタナベアカデミー 

1 月 

5 日（火）⇒通常レッスン開始 

9 日（土）⇒英検 Jr.申込み締め切り 

11 日（月）⇒通常レッスン休み（成人の日） 

24 日（日）⇒英検実施 

2 月 

1 日（月）⇒6 日（土）英検 Jr.実施 

11 日（木）⇒通常レッスン休み（建国記念日） 

21 日（日）⇒英検二次試験実施 

27 日（土）⇒TOEIC Bridge/TOEIC 申込み締め切り 

29 日（月）～3月 5日（土） 

  ⇒TOEIC Bridge/TOEIC 実施（各教室） 

 

 

 

3月 

7日（月）⇒Spring Schedule準備の為 休日 

8日（火）⇒23日(水) 16days Spring Schedule 

（文法特訓）（祭日、日曜もレッスンあり） 

24日（木）⇒4月 5日(火) 春休み 
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Story Time 

内容：初級と中級クラスに分けて、世界名作をスタッフと一緒に英語で音読します。 

対象：小学生～中学２年生 

☆学芸大学： 月～土、初級→17:35～17:55、中級→18：00～18：20 

☆洗足： 月～土、初級→16:25～16:40、中級→16：45～17：00 

Reading/Dictation Time（学芸大学教室ではすでに始めており、洗足教室は 1 月から開始です。） 

内容：英字新聞、Time 誌などの記事の音読と Dictation（毎レッスン異なる記事） 

対象：英検 P2、２級程度、高校生、大学生、社会人 

☆学芸大学： 月～金→19:30～20:00、土のみ→ 15:30～16:00 と 19:30-20:00 

☆洗足： 月～土→17:05～17:25 

どのクラスに出席して頂くかはカードに書いて、1 月の第１週に、各生徒さんにお渡しします。 

Story Time の開始は 1 月弟 3 週です。 

 

 

 

 

Announcement① 

レッスン/事務について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Reading Time/ Story Time について 

 

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には、FAX 用紙を直

接レッスン時にお渡しいたしますので、テスト対策でいつ補習にいらっしゃるのか必ずご

連絡下さい。FAX 番号は 03-3714-2535 です。もしも FAX がご使用できない場合は、 

レッスン時にお持ちいただくか、ご郵送下さい。 小学生の方の 1 回の補習時間は、集中力

もありますので通常レッスンの時間以内でお願い致します。 

テスト対策についてのお願い 

東急田園都市線梶ヶ谷駅のすぐ前に、ワタナベアカデミーの 3 つ目の教室をオープンしま

す。レッスン開始日等の詳しい日時は、2 月には、お知らせすることができると思います。

お知り合いの方で、梶ヶ谷教室での英語レッスンにご興味がおありの方には、ぜひともご

紹介お願い致します。 

梶ヶ谷教室 Open します！ 
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内容：「リーディング」、「リスニング」、「スピーキング」、「ライティング」の 4 部門の問

題を解きながら、トレーニングします。 

第 1 週：リーディング 

第２週：リスニング 

第 3 週：スピーキング 

第 4 週：ライティング 

対象：英検 2 級合格以上の生徒さんは必ず出席して下さい。 

日時： 月～土、20:00～21:00、土曜日のみ、16：00～17：00 

 

 

 

 

Announcement② 

レッスン/事務について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power Up Class New Curriculum 

学芸大学教室 

 

 

授業料の領収書発行ご希望の方は出来るだけ早めにご連絡をお願い致します。 

領収書発行について 

病気の為、12 月 9 日をもって退職致しました。後任の英会話担当教師につきましては手配

をしていますが、しばらくご迷惑をおかけ致しますことをお詫び申し上げます。 

Kelly Brucklehurst 先生退職 
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公開テストの 2016 年 5 月 29 日より、出題形式の変化があります。またテスト結果はこれまで通り 10 点～990

点のスコアで表示され、現行の TOEIC テストと同等であり、スコアの比較も可能です。変更点の詳細は TOEIC

公式サイト（http://www.toeic.or.jp/toeic/）に載っています。 

  

Announcement③ 

テストについて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2016 年度より英検が変わります 

2016 年度第 1 回の英検より以下のように変わります。 

 2 級にライティングが導入されます。 

 4 級と 5 級にスピーキングが導入されます。 

 準 2 級、3 級のライティングは早急実施をめざし準備中です。 

2016 年度より TOEIC が変わります 

2015 年度第３回英語検定 

日時；1 月 24 日（日）英検 1 次 

場所 : 学芸大学と公開会場 

締切：12 月 18 日（金） 

英検 Jr. 

日時；2 月 1 日(月)→2 月 6 日(土) 

場所；学芸大学・洗足教室 

締切：2016 年 1 月 9 日（土） 

☆申し込み用紙は 12 月に各教室にあります。 

TOEIC/TOEIC Bridge 実施 

日時；2016年 2月 29日（月）～3月 5日（土） 

場所；学芸大学・洗足教室 

申込み締切；2016年 2月 27 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 

Bridge を受験して下さい。 

☆申し込み用紙は 2 月に各教室に置きます。 
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２０１５年度第２回英検合格者 REPORT 

Congratulations  

 

 

 

 

  

1 級合格者 

 

合計・・・０人 

 

受験者なし                      

準 1 級合格者 

合計・・・２人 

☆高校 3 年生  ・・・1 人 

☆大学 4 年生   ・・・1 人 

 

                      

２級合格者 

合計・・・１４人 

☆中学３年生・・・７人 

☆高校１年生・・・６人 

☆高校２年生・・・１人 

 

                     

準２級合格者 

合計・・・１０人  

☆小学５年・・１人   

☆小学６年・・１人 

☆中学１年・・１人   

☆中学 2 年・・５人 

☆中学３年・・２人 

          

３級合格者 

合計・・・７人 

☆小学４年生・・・１人 

☆小学６年生・・・１人 

☆中学１年生・・・５人 

                      

４級合格者 

合計・・・１３人 

☆小学４年生・・・２人 

☆小学５年生・・・２人 

☆小学６年生・・・６人 

☆中学１年生・・・３人                      

５級合格者 

合計・・・１７人 

☆小学２年生・・・１人 

☆小学４年生・・・２人 

☆小学５年生・・・４人 

☆小学６年生・・・６人 

☆中学１年生・・・４人 
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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. 

 

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 … 

 

With each disappointment 

you can better find yourself, 

and see more clearly 

just how strong a person 

you’re becoming. 

-Sharon Davis 

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

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・・・ 

 

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） 

 

 


