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今年の夏も残り少なくなってきましたが、いかがお過ごしでしたか。ワタナベアカデミーでは、こ

の長い夏休みを通して より一層皆様が英語の学習に励むことができるよう 例年とは異なった形で夏

期特訓を行ってきております。好評でしたので、今後またこのような形で、冬期、春期の講習を考えてい

るところです。詳細は来月にはご連絡致します。 

「日本人は最低でも 6 年間は学校で英語を学ぶのに、英語が話せない！」と繰り返し言われ続

け、英語で会話することができれば「すごい！！」と考えられる風潮が日本にはあるように感じます。確

かに、英会話は、コミュニケーションを取るうえで、大切なことではありますが、それは英語力のほんの一

部でしなく、日本では過大評価をされているように思います。一般的に「日常会話」に必要な単語数は

2000語といわれており、日本の中学で学ぶ単語の数とほぼ一致します。そうなのです、現在世の中で求

められているTOEICやTOEFLで高得点をとるのに全く足りないのです。私自身、アメリカで生まれ、日本

とアメリカの文化が混ざった環境で育ち、日常会話の英語で何一つ不自由することはありませんでした

が、自分の英語を文法で整理し、その英語力を豊かにするために単語を覚え、Time 誌や英語の本を読

み、説得力のある英語が表現できるようエッセイの練習をし、しぶとく TOEFL のテストを受験し続けて、

初めて高得点がとれるようになりました。「英語が話せる帰国子女」の私でも、英語を「勉強」しなくては

開けることのできないドアーだったのです。 

ワタナベアカデミーでは、表面的な英語力をつけることにとらわれず、みなさんがしっかりと英語

を身につけられるようカリキュラムに磨きをかけています。まだまだ暑い日が続きますが、皆さん一人一

人の次の目標向かって、一緒に頭を使い、体を使って、元気に英語を身につけて行きましょう！ 

 

渡邊貴子 

 

8月 

8月23日‐8月31日…洗足教室夏期集中レッスン  

学芸大学教室サマースケジュール 

  

 

9月 

9月 3日（水）…レッスン開始 

9月15日（月）…レッスン休み（敬老の日） 

9月16日（火）…2014年度第2回 英検申込み締切 

9月23日（火）…レッスン休み（秋分の日） 

 

10月 

10月 1日(水) …2014年度第2回 英検申込み締切 

 

 

10月 12日(日）…2014年度第2回 英検実施 

10月 13日(月）…レッスン有り（10月29日の代わり） 

10月 20日(月)⇒25日（土） …児童英検実施 

10月 29日(水)⇒11月2日（日）…スタッフ研修の為休み 

 

11月 

11月 3日(月) …レッスン有り（11月2日の代わり） 

11月  8日(土）…TOEIC/TOEIC Bridge 申込み締切 

11月  9日(日）…2014年度第2回 英検二次実施 

11月 10日(月)⇒15日（土） …TOEIC/TOEIC Bridge 実施 

11月 24日(月）…レッスン休み（振替休日） 

 

 

 

 

2013年 9月号 

http://watanabe-academy.com 

Watanabe Academy  Gakugeidaigaku 

Watanabe Academy  Senzoku 

2014 年 8 月―11 月 



                                              2       Watanabe Academy September, 2014 

 

 

Announcement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフ研修会の為休み 

10月２９日(水)⇒11月２日（日） 

スタッフの研修の為、ワタナベアカデミーは学芸大学教室、洗足教室は次の期間、お休みしま

す。その期間の振替日は次の通りですので、よろしくお願いします。 

・振替⇒次の祭日はレッスンを通常通りいたします。 

10月２９日⇒10月 1３日（月） 

11月 0１日（土）⇒11月 0３日（月） 

 

学芸大学教室のみ 

Kung Fu Panda 2 
（カンフーパンダ ２） 

９月８日―２７日 

Earnes & Celestine 

（日本未公開、アカデミー賞候補） 

akdemi 

９月２９日―10 月１８日 

 

英語検定実施日 

日時；１０月１２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 16 日（火） 

児童英検 

日時；１０月 2０日(月)→２５日(土) 

場所；学芸大学・洗足教室 

申込み締切：１０月１日(水) 

 

TOEIC/TOEIC Bridge 実施 

日時；11 月 10 日(月)～15 日(土) 

場所；学芸大学・洗足教室 

申込み締切；11 月８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。 



                                              3       Watanabe Academy September, 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入塾生を募集致します！ 

ワタナベアカデミー学芸大学、ワタナベアカデミー洗足 

お知り合いの方で、英語の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。       

                         渡邊節子 

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。 

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。 

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。 

冬期・春期アメリカ語学留学 

来年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、後日詳しいお知らせ

を致しますので、お知らせ下さい。 
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I want to tell you 

 to go ahead and reach out 

   for what you want. 

 

I want to tell you 

 to go ahead and try; 

  try to make the things happen 

    that you want to happen. 

 

Along the way 

there may be some pain, 

disappointment and doubt, 

but if you never try, 

you’ll never know 

what might have been, 

and you’ll always wonder 

‘what if ’ and ‘if only…’ 

 

 

Even though you 

might be scared, 

you’ll have reason to be 

proud of yourself 

and glad that you dared 

to reach out 

          for the dreams 

            that only you 

               can make come true. 

-Marsha Reid 

私はあなた方に言いたいのです 

あなたの欲しいものに向かって進み、 

手をのばしなさいと。 

 

私はあなた方に言いたいのです。 

前に向かって進み、やってみなさいと； 

あなたがこうなればと望むことを 

実現する努力をしなさいと。 

 

その途中には 

いくらかの痛みがあるかもしれません、 

失望や疑いもあるかもしれません。 

 

しかし、もしあなたが全くやってみようとしなければ 

何が起こるのかさえも決して知ることはないのです。 

 

そして、いつもいつも思うのです。 

“もしやっていれば”とか 

“ただやりさえすれば・・・”と。 

 

たとえ、恐怖におののくことがあったとしても、あな

ただけが実現することの出来る夢に向かって 

手をのばしたということで、 

あなたは、自分自身を誇りに思い 

そして、喜ぶことが出来るのです。 

 

（渡邊節子訳） 
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★準２級に合格するためには★ 

☆高校２年生修了レベル☆ 

①毎回レッスンに出席すること。 

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。 

④英検準２級の長文読解の訳と暗記を進めること。 

⑤Speed Up 教材を毎週こなす 

２０１４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                      

★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、 

１１００の Vocabulary を完全にすること。 

④Power Up Class に毎週出席すること。（TOEFLiBT 準備クラス） 

⑤英語で News の番組を見たり、新聞を読む 

 

 

準 1 級合格者 

合計・・・３人 

☆大人  ・・・1 人 

☆大学生  ・・・1 人 

☆高校３年生・・・１人 

                      

★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。 

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。 

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。（TOEFLiBT 準備クラス） 

 

２級合格者 

合計・・・８人 

☆高校３年生・・・１人 

☆高校２年生・・・１人 

☆高校１年生・・・３人 

☆中学３年生・・・２人 

☆中学 2 年生・・・１人 

☆中学 1 年生・・・１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 教材を毎週こなす。 

 

 

準２級合格者 

合計・・・１５人 

☆高校３年・・１人 ☆中学 1 年・・４人 

☆高校２年・・１人 ☆小学６年・・１人 

☆高校１年・・１人 

☆中学３年・・３人   

☆中学 2 年・・６人 
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３級合格者 

合計・・・７人 

☆中学１年生・・・５人 

☆中学２年生・・・１人 

☆高校１年生・・・１人                      

★３級に合格するためには★★★★ 

☆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。 

⑤好きな番組を英語でみること。 

 

４級合格者 

合計・・・１２人 

☆小学３年生・・・１人 

☆小学４年生・・・４人 

☆小学５年生・・・１人 

☆小学６年生・・・１人 

☆中学１年生・・・５人 

                      

★４級に合格するためには★★★★ 

☆中学２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。 

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。 

⑤好きな番組を英語でみること。 

５級合格者 

合計・・・１６人 

☆小学３年生・・・２人 

☆小学４年生・・・１人 

☆小学５年生・・・１人 

☆小学６年生・・・１人 

☆中学１年生・・・１１人 

 

                      

★５級に合格するためには★★★★ 

☆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。 

⑤好きな番組を英語でみること。 


