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Time of Harvest
After the long summer days have go and passed.
The time to harvest the fruits of your labor dawns upon us.
Those who worked in earnest are rewarded with bounty.
Those who chose to waste the days away are often left empty handed.
It is a “dog eat dog world” out there.
When you have the chance to stock up on your future, do so.
It is the key to opening up the doors to your future endeavors.
(Kaoruko Magnier – Watanabe)
収穫の時
長い夏の日々は過ぎ去り、あなたの努力の実を刈り取る時がやって来た。
真剣に課題に取り組んだ人は、豊かな実を得るだろう。
何もせずにのらりくらりと過ごした人達は手の中は空のまま。
“食うか食われるかの世の中だ！”将来の為に貯蓄出来る機会を手にしている人は、そうしなさい。
それがあなたの未来の真剣な取り組みへの鍵となるのです。（マニエー渡邊馨子）

2013 年 9 月―1 月（2014 年）
8月
★夏期集中レッスン★
＊学芸大学

(前)8/23-8/26

＊洗足

(前)8/23-8/26

9月
3日(火)
16日(月)
17日(火)
23日(月)

(後)8/28-8/31

11月
注 4日（月）…レッスンあり
○
9日(土) …TOEIC/TOEIC Bridge 申込締切
10日(日) …2013年度第2回英検 2次試験
11日(月)～16日(土) …TOEIC/TOEIC Bridge

…レッスン開始
…敬老の日 休み
… 2013年度第2回英検申込み締切
…秋分の日 休み

注 23日(土)
○

…レッスンあり

12月
2日(月)～28日(土) …レギュラーレッスンあり
20日(金) …2013年度第3回英検 申込み締切
29日（日）－1月3日（金）…お正月休み

10月
2日(水) …2013年度第2回児童英検申込み締切
13日(日) …2013年度第2回英検

実施

1次試験

注 14日（月）…レッスンあり
○

1月（2014年）

21日(月)～26日(土) …児童英検実施
28(月)～11月2日(土) …ハローウィン・ウィーク
(レッスン時、ハローウィンのお菓子があります)

4日(土) …レッスン開始

注 10 月 31 日(木)⇒11 月 3 日（日）…スタッフ研修の為休み
○

1

8日(水) …児童英検申込み締切
13(月) … 成人の日 休み
26日(日) …2013年度第3回英検1次試験
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Announcement
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単語帳を作ったり、問題を作ったりして、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。

テスト対策の補習について！

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。
★夏休み中はありません。9 月に入って又始めます。

今、実施中！
★夏期集中レッスン★
(於：学芸大学教室・洗足教室)

 (前) 8 月 23 日（金）→8 月 26 日（月）（学芸大学教室と洗足教室で実施）
 (後) 8 月 28 日（水）→8 月 31 日（土）（学芸大学教室のみ実施）
皆さん、必ず出席して課題をやって下さい。学校のテストが近い人は
その勉強の指導をしています。

9 月の月曜日の振替

9 月は月曜日が祭日になる週が多く次の、
9 月 2 日（月）、9 月 16 日（月）
、9 月 23 日（月）がレッスンお休みとなります。
レッスンのお振替えをよろしくお願い致します。
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スタッフ研修会

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。その期間の振り替え日は次の通りですので、よろしくお願いします。
・研修会の為休み：１０月 31 日⇒11 月 3 日（日）
・振り替え⇒次の休日はレッスンを通常通りいたします。
10 月 31 日⇒10 月 14 日（月）
11 月 01 日（金）⇒11 月 04 日（月）
11 月 02 日（土）⇒11 月 23 日（土）

飲食物に関して
（学芸大学教室）

7 時～7 時 30 分を除く休憩時間では、飲食物を買いに行くことは出来ません。
飲食物が必要な生徒さんは、予め準備してからレッスンにいらして下さい。

英会話レッスン

・11 月からケリー・ブロックルハースト講師（イギリス出身）が、担当します。
ケリー講師は去年 5 月⇒7 月まで、英会話を担当しました。

Holiday Season Week

12 月 23 日（月）⇒12 月 28 日（土）
例年のクリスマスパーティーに替えてこの 1 週間各教室で、Holiday Season をケーキと
ビンゴで祝います。
勿論、お勉強もあります！
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英語検定実施日

TOEIC/TOEIC Bridge 実施

日時；１０月１3 日（日）英検実施

日時；11 月 11 日(月)～16 日(土)

場所；５級～２級…ＷＡ学芸大学教室

場所；学芸大学・洗足教室

場所；準１級・１級…一般会場

申込み締切；11 月 9 日

(土)
★英検２級合格以上の生徒さん

申込締切：9 月 17 日（火）

→ TOEIC

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

日時；１０月 21 日(月)→26 日(土)

受験して下さい。

場所；学芸大学・洗足教室
申込み締切：１０月 2 日(水)

Energy Source
Winner vs. Loser

勝者と敗者

The winner is always part of the answer;

勝者は常に、解決する方法を持っている。
敗者は常に、問題を引き起こす。

The loser is always part of the problem;
The winner is always has a program;

勝者は常に、計画を持っている。
敗者は常に、言い訳をする。

The loser is always has an excuse;
The winner says, “Let me do it for you;”
The loser says, “That’s not my job;”
The winner sees an answer for every problem;
The loser sees a problem for every answer;

勝者は言う、
「あなたの為にそれを私にやらせてくれ」と。
敗者は言う、
「それは、私の仕事ではない」と。
勝者は、全ての問題に対して、答えを見出す。
敗者は、どういう答えに対しても問題を見出す。

The winner sees a green
near every sand trap;
The loser sees two or three sand traps

勝者は「バンカー」の近くに
「グリーン」を見つける。
敗者は「グリーン」の近くに
２、３の「バンカー」を見つける。

near every green;
The winner says,
“It may be difficult but it’s possible;”

勝者は言う、
「それは難しいかもしれないが、可能だ。
」と。
敗者は言う、
「それは出来るかもしれないが、
それはあまりにも難しい」と。
勝者であれ！

The loser says,
“It may be possible but it’s too difficult.”
Be A Winner !

訳：渡辺
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