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We cannot change yesterday. We can only make the most of today,
and look with hope toward tomorrow!

(私達は昨日を変えることはできない。私達ができるのは、今日という日を最大に生かし、
そして希望と共に明日に向かって目を向けることだ。)

The Wall StreetJournalの10月8日～10日のWeekend Journalに興味深い記事がありました。それ
は”How handwriting trains the brain”（手で書くことがどのように脳を訓練するのか）というもので、
キーボードで文章を書く機会が多くなっているが、手で書く方が考えやアイデアを上手く組み立て
たり、表現することができ、運動能力の発達にも役立つというものです。
特に子供においては手を使って字を覚えている子供達の方が、字を眺めるだけで学ぶ子供達より
も神経活動がずっと向上し、
「大人のような」活動をすることがＭＲＩを使っての実験で明らかにな
ったとのことです。
テクノロジーの急激な進歩で私達の生活はますます便利で簡単になり、それが良いと考え私達は
一目散にその方向へ進んでいる感がありますが、一旦車にばかり乗るようになると歩くのが嫌にな
るように、テクノロジーの発達と同時に私達の身体はなまける方向へ進んでいるのではないでしょ
うか。
テクノロジーの恩恵に与るのも大切なことですが、私達には天から与えられた身体や心があるの
を忘れずに、テクノロジーだけに踊らされず、慌ただしい世の中を来年も落ち着いて生きて行きま
しょう。私達がワタナベアカデミーでやっている10回書きが脳の訓練に役立っているという記事を
見つけ、ますますパワーが出てきました。

12 月－３月の予定
12 月
21 日(火)…2010 年度第 3 回英語検定申し込み締め切り/通常レッスン終了
20 日(月)～25 日(土)…クリスマスウィーク(通常通りレッスン有り。クラスでお祝いします)
27 日(月)～28 日(火)…補習レッスン(11:00～18:00 学芸大学教室)
29 日(水)～1 月 3 日(月)…お正月休み

1月
4 日(火)…レッスン開始
10 日(月)…成人の日 レッスン休み
11日(火)…2010年第3回度児童英検申し込み締め切り
23日(日)…2010年度第3回英語検定一次試験
30日(日)…補習レッスン(11:00～18:00 学芸大学教室)
31日(月)～2月5日(土)…2010年度第3回児童英検

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
22日(火)～28日(月)…春期単語・熟語特訓
29日(火)～4月4日(月)…春休み
5日(火)…レッスン開始

年末年始の予定
＊12 月 25 日（土）までは通常通りレッスンを行います。
＊12 月 27 日（月）、28 日（火）→補習レッスン（11：00～18：00 学芸大学教室）
＊12 月 29 日（水）～1 月 3 日（月）→お正月休み
＊1 月 4 日（火）→レギュラーレッスン開始

TOEIC,TOEIC Bridge 日程変更
＊テスト実施期間が 11 月 29 日（月）～12 月 4 日（土）に変更になりました。（期間中いつでもテスト
を受けることができます）
＊高校で英語のクラス分けテストがある生徒さんは必ず TOEIC Bridge を受けて下さい。
＊また英検 2 級合格以上の生徒さんは TOEIC を受けて自分の中に英語がどれくらい蓄積しているの
かを確認して下さい。準 1 級を目指している生徒さん達は必ず受けて下さい。

英検申し込み締め切りの厳守
2011 年 1 月 23 日（日）に実施されます英検の申し込み締め切りは 12 月 21 日（火）となっておりま
す。必ず記入済みの受験申込書と受験料を一緒にお持ち下さい。

お願い！！！
＊504、Ｐｒｏｇｒｅｓｓ教科書、Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｒｅｖｉｅｗ １，２，３、辞書が一冊以上お家にある方、お返
し下さい！！！
教室に貸し出し用として揃えている教科書、辞書類が飛ぶように消えています。ご自宅にご自分の
ものではない教科書をお持ちの方は至急返却して下さい！！！

★Christmas Party, 2010★

12 月 20 日（月）～12 月 25 日（土） 毎日実施

ワタナベアカデミー学芸大学教室とエッグ洗足教室にて
Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｐａｒｔｙを次のように催します。
通常通りのレッスンの休憩時間に”Bingo and Cake Time”でお祝いを致します。
この 1 週間は”Bingo + Cake + Lesson”で楽しんで下さい！！

学芸大学 Bingo Cake Time （1 日 2 回）
第 1 回 5：00～5：30
第 2 回 7：00～7：30
（どちらか 1 回のみの参加です）

洗足教室 Bingo Cake Time
月・水・金→5：00～5：30／7：00～7：30（1 日 2 回）
火・木・土→6：00～6：30（1 日 1 回）

★この Bingo Cake Time 以外の時間は通常通りレッスンを致します。

Watanabe Academy Summer Program 2010
今年で 27 回目となりました Watanabe Academy Summer Program は大勢の参加者と共に収穫の多い夏休み
となりました。今年からの４つのプログラムを通して英語を体験していただき、先日行われた After Party で い
ただいた参加者からの声とプログラムの成果をご紹介いたします。
Julian Krinsky Summer Program （三週間コース）
プィラデルフィア市内から車で 20 分ほど離れている平静な高級住宅地の一角にある大学キャンパスを使った高校生対象
の summer program です。ヨーロッパ人とアメリカ人が大半のプログラムは日本人がほとんどいなく、英語の力をフルに使い
異文化を体験できる貴重な三週間コースです。今回で３回目となりましたが、今年も元気で非常に活発に様々なクラスと
activity に参加しました。現役時代は Wimbledon にも出場したキャンプの創立者 Mr. Julian Krinsky は今年の参加者を
非常に褒めており、みんなキャンプ生活にとけ込んでいると喜んでいました。Cooking, Yoga, Dance, Theater, Arts, tennis,
golf, swimming, photography, fencing, CSI, Debate, Public Speaking などの授業と movie , shopping, New York City
Sightseeing, Washington DC day trip, Casino Night, Disco Night, Fund Raising などの activity を自分の興味と意思で
決め朝から夜までフルに活動し充実した体験になりました。
～参加者の声～
“外国人（日本人ではない参加者）の体力がすごい。疲れを知らないのに驚きました。朝から夜までキャンプに参加しその
後も元気。パワーが違う。”
“キャンプに到着しアメリカ人に趣味を聞かれ play tennis と答えたつもりがどうやら英語が通じなく break dance と聞こえた
らしい。ダンスパーティなど踊る機会が多い夜の activity で音楽が流れるたびに break dance するようにリクエストされ
困った。英語の発音の大切さを身にしみた。”
“日本人はやはり起用。外国人は雑で物事をすすめる。バスケをしたとき外国人はシュートがなかなか入らなく日本人は
慎重にシュートするので結構上手かった。”
“あまりの自分の英語力のなさにびっくりしました。やっぱりもっと勉強しなければ。”
“できる限り全部の授業と activity に参加したかったので毎日の activity を選ぶのが楽しかったです。全部制覇できました。
一番楽しかったのは cooking。”
“いろんな国の人と会ったがやはりその国の特徴がある。日本人はドイツ人と気が合うのにびっくり。”
Watanabe Academy Summer Tour （２週間コース）
Julian Krinsky Summer Camp を一週間、アトランタ、ラスベガス、グランドキャニオンの旅行を体験するコースです。Julian
Krinsky Summer Camp での一週間にはワタナベ アカデミーからの引率が一緒に参加し、サポートします。今年も積極的
にキャンプに参加し、その後アトランタで炎天下のなかメジャーリーグ観戦をし、キング牧師の記念館とコカコーラ博物館
に行きました。ラスべガスとグランドキャニオンは例年より涼しく、ラスべガスでは夜のネオン、ビュッフェ、と遊園地を体験し、
グランドキャニオンでは広大な大自然を堪能しました。
～参加者の声～
“キャンプ生活一週間は短い！あっという間に終わってしまった。” “いろんな人に会えて楽しかった。”
“アメリカは本当に何でも大きい。日本に帰って何でも小さく感じた。”“もっと英語の勉強をしなければ。”
“また行きたいです。” “今度は留学したいです。”

English School at Hakuba （６日間）
今年から始めました長野県白馬での English School ではアメリカの教材を使って午前中は conversation, speaking,
vocabulary building, grammar を勉強し、午後からは hiking, ice cream making, tie dye, bracelet making, slime making 等
の activity に参加しました。最後の日は presentation をみんなの前で行い、その後はアドベンチャーコースにチャレンジ
しました。Ashley, June, と Remy 先生を交えての英語での白馬は非常に成果のある 5 日間となりました。
～参加者の声～
“お勉強がこんなに楽しかったのは初めて。”
“先生方とじっくり勉強しお話ができてよかったです。”
“栂池のお水が本当においしかった。もっと飲みたかった。”
“アドベンチャーコースが完走できたことがうれしかった。”

Georgia Tech Language School（４週間）
ジョージア工科大学付属の語学学校に４週間通うプログラムです。クラス分けテストを受け、自分のレベルに合った授業を
受けます。大学生対象のプログラムですのでアメリカの大学生のように自立した毎日を過ごしながら英語の勉強をします。
今年の参加者もこれからの自分の進路を考える上での貴重な体験ができました。
～参加者の声～
“行ってみないとわからない経験です。本格的に留学を考えたいと思います。”
“貴重な時間を過ごしました。ますます勉強がんばります。”

1984 年のロサンゼルスオリンピック観戦とサンタモニカのサマーキャンプに参加した最初の Watanabe
Academy Summer Tour から続けておりますこの夏のプログラムを通して皆様に本当の英語とアメリカ文化を体
験してもらいたく続けてきました。毎年参加するお子様がその後変わり、成長し、今では社会で立派に 活躍
している卒業生を見守ってきた２７年間。来年もますます充実したプログラムを準備したいと思います。
来年の春には各プログラムの説明会を致します。皆様方のご参加をお待ちしています。

