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“Always do your best. What you plant now,
You will harvest later!” ---Og Mandino
（常にあなたの最善を尽くしなさい。あなたが今植えている物を
あなたは後に収穫することになるのです！）
日経ビジネス[アソシエ]6月号特集は、「英語の壁を破れ！」
2013年5月16日日経新聞・朝日新聞には「英語を小学校正式教科に」
2013年5月18日朝日新聞には「東大？海外進学でしょう」
2013年5月18日日経新聞には「海外大学狙い英語漬け」
本のベストセラーのリストを見ると、英語に関するものが２、３冊入っています。
この様に日本を吹き荒れている“英語！英語！英語！”という嵐は、ますます今月に入って強さを
増している様です。
確かに日本以外のアジアの人達も一世代前からがむしゃらに英語を勉強している様子が、報道されて
いましたし、実際に見聞きもしました。
ところが、日本といえば世界第二位の経済大国だとのんびりムードがはびこり若者は勉強すべき学校
生活で“部活”“サークル活動”の花盛り。ここに来て、そのつけがやって来たのでしょう！
日本人の“英語出来なさすぎ”も一要因で、日本はみるみると外国との競争に負け始めています。
これは日本人の能力が劣ってきているのではないと思います。只、あまりにも恵まれすぎて“がむし
ゃらにやる”ということを忘れてしまっているのです。
私が日本を出てアメリカへ行った時は、日本はまだ貧しく外国で何とかやるしかないので、皆“がむ
しゃら”に外国でやっていました。そのころからまだそう長い時間は経っていないのですから、もう
ここらで“ガムシャラ”に頑張る日本人に立ち戻る時がやって来ているのでしょう！まだ遅くはあり
ません！しかし、今始めなければ大変なことになるのではないでしょうか！

2013 年 6 月-9 月
6月
2日(日)…白馬英語サマーキャンプ説明会（学芸大学：1:00-3:00）
9日(日)…第1回 英検1次試験 実施
17日(月)～23日(土) …第１回 児童英検 実施
29日(土)…白馬英語サマーキャンプ 参加申込締切
7月
7日(日)…第1回 英検2次試験 実施
15日(月) …海の日 レッスン有り
20日(土)…夏休み前のレギュラーレッスン最終日
22日(月)～8月10日(土)…補習レッスン

★Summer Program★
①Julian Krinsky Summer Camp

7/21-8/11

②Watanabe Academy USA Tour

7/24-8/8

③白馬英語サマーキャンプ

8/17-8/21

★夏期集中レッスン★

（レギュラーレッスンはお休み）
(詳しくはAnnouncementをお読み下さい。)

学芸大学

(前)8/23-8/26

洗足

(前)8/23-8/26

(後)8/28-8/31

9月

2 日(月)…レッスン開始

8月
12日(月)～15日(木)…休み
17日(月)～21日(水)…白馬英語サマーキャンプ
23日(金)～26日(月) …夏期集中レッスン(前期)
28日(金)～31日(月) …夏期集中レッスン(後期)

16 日(月)…敬老の日 休み
17 日(火)…2013 年第 2 回英検申し込み締切
23 日(月)…秋分の日 休み
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Announcements
児童英語検定締切・実施

レッスンの振替及びレッスン中のご連絡
レッスンの曜日の振替は、前々日までに FAX でお知らせ

2013 年第 1 回児童英語検定の締切

ください。

5/29（水）

学芸大学・洗足教室とも次のＦａｘにお願い致します。

・第 1 回児童英検実施

Fax:０３－３７１４－２５３５

6 月 17 日（月）～22 日（土）

＊FAX 用紙をお送りしていますので、そちらをご使用下さい。


☆申込用紙は、教室にありますので、

洗足教室への次の時間帯[3:00pm～8:30pm]は、生徒さん

申込用紙と受験料を必ず、期日まで

方のレッスン中ですので、ご連絡は FAX(03-3714-1272)

にスタッフに渡してください。

でのみ、お願いいたします。


但し、電話(03-3714-1200)は、留守番電話となっていま
すので、ご伝言をお残し下さい。



又、緊急のご連絡の場合、ワタナベアカデミー学芸大学

iPad でリスニングの訓練

(03-3714-1136)までお電話お願いいたします。

小学生と中学生で英検 3 級合格していない生徒
さん対象に iPad で Level 1⇒Level 2⇒Level 3 の
3 段階で、リスニング・トレーニングを始めていま

英会話レッスン開始

す。
各生徒さんのカリキュラムに入っていますので、し

・5 月～6 月 エレナ・コロム講師

っかりとやって下さい。

（アメリカ出身）


5 月 20 日⇒5 月 25 日⇒学芸大学

ただし、英会話レッスンが入る時は iPad のリスニン



5 月 27 日⇒6 月 01 日⇒洗足

グ訓練はお休みです。



6 月 3 日⇒6 月 8 日⇒学芸大学



6 月 10 日⇒6 月 15 日⇒学芸大学



6 月 17 日⇒6 月 22 日⇒洗足



6 月 24 日⇒6 月 29 日⇒学芸大学



7 月⇒Jennifer Kaku さんが担当します。

Speed Up Class
(於：学芸大学)



3 級合格以上の生徒さん達の為

・11 月からケリー・ブロックルハースト講師

に、リスニング、英作文、暗記力を

（イギリス出身）

訓練し、スピードを速くするクラスで
す。
月曜日―土曜日 18:00

The Movie Time (17:00-17:30)

このクラスを初めてお始めになる生徒さ

（於：学芸大学教室）

ん用には、少しやりやすい Beginners Set
でレッスンを行っています。

上映 Movie の Schedule



洗足教室の生徒さんでこのレベル



5/13⇒6/1 Ratatouille

の人は、個人別にカリキュラムに入



6/3⇒6/22 Despicable Me

れています。



6/24⇒7/13Kang Fu Panda
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Power Up Class,
Pre-Power Up Class

Summer Reading, 2013

（於：学芸大学教室）



毎年実施しています夏休みの間に読んで頂く“Summer

TOEFL・TOEC 対応のクラスです。

Reading, 2013”の準備に入っています。6 月末に各生徒さ

月曜日―土曜日 7:30-9:00


んに発送します。7 月―8 月中にしっかりと同封のＣＤを聞

Pre-Power up

いて読んで下さい。本以外は全てワタナベアカデミーが、

土曜日 3:30-5:00

皆さん一人一人のレベルに合わせて制作したオリジナルの

こ の ク ラ ス で 訓 練 し て 皆 さ ん TOEFL ・

教材です。

TOEIC・英検準 1 級、1 級、留学にチャレ
ンジ成功しています。


洗足教室の生徒さんでこのレベルの
人は、個人別にカリキュラムに入れ
ています。

★Summer Program★
締切のお知らせ（各プログラムの締切は次の通りです。）
①Julian Krinsky

ご検討中の方は直接、ワタナベアカデミーまでご連絡を下さい。

②Watanabe Academy USA Tour

航空運賃が少し高くなるかもしれませんが、まだご参加できます。

☆Julian Krinsky Summer Camp

☆Watanabe Academy USA Tour

４月 21 日（日）に説明会を開きましたが、その後ご参加を検討なさっている方は、
ワタナベアカデミーまで直接ご連絡下さい。

★白馬英語サマーキャンプ★

説明会：6 月２日（日）１：００－３：００ 学芸大学教室で説明会を致します。
申込締切： 6 月 29 日（土）
日程：8 月 17 日（土）～8 月 21 日（水）
標高 2000m の栂池ヒュッテでの、スタッフ全員と生活を共にしながらの
英語合宿です。
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夏休み（7 月 22 日⇒8 月 10 日）の間の補習
（於：学芸大学教室）

☆7 月 22 日⇒８月 22 日の間はレギュラーレッスンはお休みですが、
8 月 23 日⇒8 月 31 日の夏期集中レッスンでこの間のレッスンはまとめて行います。
今年は次の期間中補習を致します。但し夏期集中レッスンにスケジュールが合わない生
徒さんや、補習レッスンご希望の生徒さんはお申し出ください。
☆7 月 22 日（月）⇒8 月 10 日（土）の補習は学芸大学教室でのみとなっております。
午前 11:00⇒午後 8:00
(1:00-1:30/5:00-5:30⇒昼食・夕食時間）

★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）
夏期集中レッスンのご案内は 6 月末に送付いたします。

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、学校の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。
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Energy source
A Word of Advice

アドバイス

I want to tell you

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。

to go ahead and reach out
for what you want.
I want to tell you

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。

to go ahead and try;
try to make the things happen
that you want to happen.
Along the way

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
何があるのか知ることは決してないのです。
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。

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

たとえ
恐怖におののくことがあったとしても、
あなただけしか
実現することが出来ない夢に向かって
あえて手をのばしたことで、
あなた自身を誇りに思うでしょう。
又、そのことで喜ぶことが出来るでしょう。

might be scared,
you’ll have reason to be
proud of yourself
and glad that you dared
to reach out
for the dreams

訳

that only you

渡辺 節子

can make come true.
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