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“It’s easy enough to be a starter, but are you a sticker, too?
It’s easy enough to begin a job. It’s harder to see it through!”
Margaret Thatcher

始めることは、簡単だ。しかしあなたは辛抱強くやる人か？
仕事を始めるのは簡単だ。その仕事をやり通すのが、ずっとずっと難しいのだ。
マーガレット・サッチャー

ワタナベアカデミーでは、3月の終わりには毎年、単語強化の集中レッスンを行っています。今年は更に一
歩進んで、会話や文章に覚えた単語が応用できる様に、教材を改訂しています。
現在の日本人の英語力が、劣っていると言われて久しいですが、だからといって落ち込んでいるわけにはいきま
せん。今の中国は「まずは、お金持ちになれる人から、お金持ちになろう」という方針で、がむしゃらにやってきて
いるように、日本人も、気付いた人から、世界に通じる英語を身に付け、世界的な人間になっていく時です。もう
皆、一緒に足並みを揃えていけば大丈夫といった時代は終わったのです。
これまでの日本の英語レベルは、英検2級程度で充分とされ、教える人も教える教材もその程度。ところが
、最近三井住友銀行が、総合職全銀行員にTOEIC８００点を要求しているとの記事が出ていました（朝日新聞
2011年2月10日朝刊）。ではそのTOEIC800点というのは、どうやって身に付けるつもりなのでしょう。また小学校
で英語教育が義務化されるのですが、教える先生の６８％は「自身がない」とのこと（日本経済新聞2011年2月１６
日朝刊）。教えてもらう生徒さんたちは可哀そうだなと思います。私共ワタナベアカデミーでは、使用している教材
とカリキュラムは独自に開発したもので、その時その時の世界と日本の状況とを見据えて作り教えてきています。
ワタナベアカデミーで学んで頂いている生徒さん達もレベルアップしてきているご自分に気付いて頂いていると思
います。春の集中レッスンの教材も改訂し、更なるレベルアップにつながる様に作成中です。楽しみにしていて下
さい。ご一緒に頑張りましょう。
２月－４月の予定
2月
11日(金)…建国記念日 レッスン休み
20日(日)…2010年度第3回英語検定二次試験
27日(日)…補習レッスン(11:00～18:00 学芸大学教室)

3月
5日(土)…TOEIC/TOEIC Bridge申し込み締め切り
7日(月)～12日(土)…TOEIC/TOEIC Bridgeテスト実施
21日(月)…春分の日 レッスンあり
23日(水)～29日(月)…春期単語・熟語特訓
27日（日）…休み
30日(水)～4月4日(月)…春休み

4月
5日(火)…レッスン開始
24日(日)…サマー・プログラム説明会
11:00→12:00：白馬サマー・プログラム
12:00→15:00：アメリカ短期留学プログラム
29日(金)…休み

Announcements !
 春期単語特訓のお知らせ
3 月２３日（水）～２９日（火）に単語特訓を行います。今年は、新た
に教材を改訂して、特に会話や文章の中にも使えるようにしていき
ます。各生徒さんのレッスンのお知らせを同封していますので、どう
ぞご確認ください。

 TOEIC、TOEIC Bridge テスト実施
3 月 7 日（月）→12 日（土）のご都合の良い日に受験できます。高校
でクラス分けがある生徒さんは、必ず受験して下さい。

 引続きリスニング訓練を実施し、実力 UP 中！
 ワタナベアカデミー: Listening/Translation Training
 エッグ洗足教室: Listening Practice

 休塾・退塾なさる方（復塾時の入会金支払について）
 休塾生徒→ 3 年以内の復塾の場合は入会金不要です。3
年以上の休塾の場合は退塾扱いとなります。

 退塾生徒→復塾する場合は該当年次の新規入会金の半
額をお支払い願います。

 2011 年ワタナベアカデミーのサマー・プログラムの詳しい
ご案内は 3 月１０日までに送ります。

入塾生を募集しています。
ワタナベアカデミー（学芸大学教室）・英語教育エッグ（洗足教室）
お知り合いの方で、英語勉強をなさりたい方が、いらっしゃいましたら、ぜひご紹介
の程、宜しくお願い致します。
渡邊節子

Energy Source

As you begin, believe in your
choice and your direction, and
tell yourself that
I’m on the way

あなたが始める時、
あなたの選んだ事とあなたの方向を信じなさい。
そして、あなた自身に次のように言いなさい…
私はまだ途中なのだ

と。

I’m on the way to
finding out some answers that I need.
I’m on the way to better things…

私は必要はいくかの答えを見つけようとしている途中なので

like reaching out for hopes and
dreams,
like getting to know myself,
and finally getting ahead in life.
I’m on the way to becoming
more of the person I am inside;
a person that wants
to learn and grow and experience.
I’m sure it won’t be easy ….
I know there will be challenges to meet

希望や夢に到達するというような、

and decisions to make,
but I know now, too,
that even the difficult and trying times
can actually be to my benefit.
Wherever I may go , I’ll take with me
confidence and love and courage,
because I’m on the way
to a brighter day….
and I know I’m going to find it!

by Douglas Richards

す。
私は次のようなより良いことに出会う途中なのです。
自分が一体何ものなのか知ることができるというような、
最後には人生で優位に立つことができるというような。
私は、又、次のようになろうとしている途中なのです。
内に秘めている私自身をもっと出せるように、
色々なことを学んだり、それによって成長したり、
経験したいと切に思っている私自身を。
もちろん、それは易しいことではないだろう…
行手には、挑まなければならないチャレンジや、
決断しなければならない決心があるに違いない。
しかし今、私は次の事も知っている。
困難や試練の時でさえも、
それは本当は私にとってもプラスであるということを。
どこへ私が行ったとしても、私は次の物を持って行く。
確信、愛、そして勇気を。
なぜならば、私はまだ途中なのです。
より輝く未来への…
そして私は知っているのです。
私は必ずそれを捜し出すことを！

ダグラス・リチャーズ （渡邊節子 訳）

