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http://watanabe-academy.com 

2015年 10月―2016年 1月 

2015年 10月号 

 今年も夏が急に終わり、寒い冬に向かって回りの木々も準備し始めた様なわびしさが漂い

始めました。このところ、夏休み中に、外国のサマースクールに参加したり、外国へ旅行したり

で、留学したいとの問い合わせが多くなっています。それは久しく「内向きの日本の若者達」と

言われている中、外国へ出たいと希望する人が増えるのは、とても良い事だと思います。しかし

「準備が不十分」なままの留学で、失敗に終わる例が数知れずあるのは残念な事です。 

次は「お気軽留学希望の問い合わせの例」です。 

 「留学したいのですが」⇒「いつから希望ですか」⇒「来年の一月からですが」⇒

「アメリカですか」⇒「本当はアメリカが良いのですが、ニュージーランドでいいで

す」⇒「今何年生ですか」⇒「高１です」⇒「これまでに英検が何か学校以外の英語

のテストを受けたことはありますか」⇒「いいえ、英検も受けたことはありません」

⇒「ずいぶんとお急ぎのようですが、どうしてですか？」⇒「子供が留学したいと言

いますので」⇒「留学する目的は何ですか？」⇒「特にありません。」 

これは、「海外留学」とは言わず、「海外観光旅行」です。留学とは、あくまでも「勉強」するの

が目的で、何を勉強したいのかという「目的」が無ければ、必ず失敗に終わります。「海外に行

く、そして勉強したい」と言う志は、非常に良い事ですが、それにはしっかりとした準備が不可

欠です。その一つが「英語を勉強する」ということです。いつも言う様に、準備が充分に出来て

初めて幸運が訪れるのです。皆さんは毎日コツコツと努力して、自分の夢を実現して下さい！ 

Watanabe Academy  Gakugeidaigaku 

Watanabe Academy  Senzoku 

 

10月 

11日（日）…2015年度第 2回 英検１次試験 実施 

12日（月）…通常レッスン休み（体育の日） 

19日（月）⇒24日(水) 2015年度第２回児童英検実施 

 

11月 

3日(水)…通常レッスン休み（文化の日） 

8日(日)…2015年度第２回 英検 2次試験実施 

9日（月）⇒14日(土) TOEIC/TOEIC Bridge/TOEFLitp 

23日(月) …通常レッスン休み（勤労感謝の日） 

 

 

12月 

7日（月）⇒Winter Scheduleの準備の為 休日 

8日（火）⇒23日(水) 16days Winter Schedule 

24日（木）⇒1月 4日(月) 通常レッスン休み 

 

1月 

5日（火）⇒レッスン開始 

11日（月）⇒通常レッスン休み（成人の日） 

“Always do more than is required of you.” 
常に要求されている以上の事をやりなさい 

－George S. Patton－ 
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去年に引き続き、12 月 8 日⇒12 月 23 日（１６days）は Winter Schedule 期間となり、

単語力の強化を致します。詳しいスケジュールは来月（10 月 20 日頃）お送りします

ので、いつもの様に Winter Schedule に同封しますお葉書でお返事をお願いします。

尚、１２月７日は準備の為、両教室ともレッスンはお休みとさせて頂きます。 

 

開催曜日：月～土曜日 

開催時間：19:30～20:00、15:30～16:00（土曜日のみ） 

内容：英字新聞・Time 誌等の記事の音読と dictation（毎レッスン異なる記事） 

担当先生：ケリー・ブロコハースト、渡邊節子、渡邊貴子 

対象者：英検 2 級合格者、及び希望者 

授業料：特になし。但し学芸大学教室以外の生徒さんの受講希望者には別途授業料 

Power Up Class （TOEFL iBT/IELETS 対応）は速読クラス後の１時間となります。 

 

 Announcement①  

レッスン/事務について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Winter Schedule ～Vocabulary Session～ 

12 月 8 日⇒12 月 23 日（１６days） 

速読クラス開始・Power Up Class 変更のお知らせ（学芸大学教室） 

(洗足教室の音読クラスは１月から始めます。) 

 

 

教材を忘れずに！ 

単語のテストや英検教材等、お渡ししている教材をお忘れのケースが増えています。

作成している教材にも限りがありますので、どうぞレッスンにはお忘れなくお持ち下

さい。 
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Announcement② 

各試験について 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

英語検定実施日 

日時；１０月１１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 15 日（火） 

児童英検 

日時；１０月１９日(月)→２４日(土) 

場所；学芸大学・洗足教室 

申込み締切：９月３０日(水) 

 

TOEIC/TOEIC Bridge 実施 

日時；11 月９日(月)～1４日(土) 

場所；学芸大学・洗足教室 

申込み締切；11 月７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。 

テスト対策について 

（学校のテスト、及び英検、児童英検、TOEIC、TOEIC Bridge、TOEFL etc.） 
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２０１５年度第１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・・・1 人 

☆大人  ・・・1 人 

                      

２級合格者 

合計・・・１０人 

☆高校２年生・・・２人 

☆高校１年生・・・１人 

☆中学３年生・・・５人 

☆中学 2 年生・・・２人 

                     

準２級合格者 

合計・・・１５人 

☆高校３年・・１人  

☆高校１年・・１人  

☆中学３年・・７人   

☆中学 2 年・・６人 

           

３級合格者 

合計・・・１８人 

☆中学３年生・・・３人 

☆中学２年生・・・７ 

☆中学１年生・・・２ 

☆小学６年生・・・３ 

☆小学５年生・・・３ 

                      

４級合格者 

合計・・・１６人 

☆中学２年生・・・５人 

☆中学１年生・・・２人 

☆小学６年生・・・１人 

☆小学５年生・・・５人 

☆小学４年生・・・２人 

☆小学３年生・・・１人  

                      

５級合格者 

合計・・・１５人 

☆中学２年生・・・１人 

☆中学１年生・・・２人 

☆小学６年生・・・５人 

☆小学５年生・・・３人 

☆小学４年生・・・３人 

☆小学３年生・・・１人  
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Energy Source 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There is a funny old saying, one that says, 

“If you don’t ride a bicycle, 

you don’t fall off!” 

What it means to say, of course, is 

if you do put a lot of energy into something, 

you are bound to make mistakes; 

and if you take a lot of risks,  

you are bound to tumble here and there. 

But remember this: that if you persist, 

you will arrive at the destination of your choice 

And if you do occasionally fall in the process, you’ll learn much 

more than if you don’t. 

 

So try, and do, and discover all that you can be. 

 

And take me with you … 

 in spirit, as you go,  

so you’ll know that 

I’ll always be beside you 

Wishing for nothing but the best 

- Michael Rille-  

 

１つの古いことわざがある。それは次の様だ。 

「もし君が自転車に乗らないのなら 

君は落ちる事はない！」と。 

もちろんそれが意味する事は、 

「もし君があることに大きなエネルギーを注ぐなら 

君が間違いを犯すのは普通だ。 

そしてもし君が多くのリスクをとるならば、 

あちこちで転ぶのは当然だ。 

しかしこの事を忘れないで：もし君が追求し続けるならば、 

君の選んだゴールに到着するだろう。 

そして君がその途中で時々落ちる事があったとしても、 

落ちないよりずっと多くの事を学ぶだろう。 

 

だから挑戦しなさい。そして実行しなさい。 

そして君の可能性の全てを見出しなさい。 

. 

そして私がいることを思い出して。 

魂の中に、君が進む時に。  

そうすれば、君は知る事になるだろう。 

私が常に君の側にいて 

最高の事を望んでいるいう事を。 

- マイケル・リール- 

訳：渡邊節子  
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