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“All things are difficult before they are easy?”
- Thomas Fuller(全ての事は難しい、それらが簡単になる前は！)
私たちが、現在「スピード」を求める社会に住んでいるのは、誰もが認める事実でしょう。より速く移動
したいし、より速く答えが欲しいし、より速く結果が欲しいのです。科学技術が進化し、その「スピード」を次か
ら次へと実現し、そして私たちはまた次の次元の「スピード」を求め始めるのです。「スピード」は、私たちの生
活をどんどん便利にしてくれるし、楽にしてくれることが多いです。まるで「スピード」を持つ事が、色々な事の
「答え」となっているような錯覚におちています。
そんな万能に見える「スピード」の力が及ばないのが、「人間が何かを習得し」
、「成長するとき」ではな
いでしょうか。インターネットによりコミュニケーションのスピードが短縮され、様々な工程が短縮されるように
なったからといって、私たちはより賢くなっているのでしょうか。人は皆 20 年間じっくりと成長して社会の一員
となって行くのです。だれがそれを短縮して、急ぐことができるでしょうか。
英語を学んでいく上でも同じで、
「時間と集中力」が必要となります。単語一つをとってみても、それが
自由自在に使えるようになるには、読んで覚え、書いて覚え、聞いて覚え、使って覚え、ひたすら覚え続けている
と、突然ある日、世界が開けたように「パッ」と分かるようになるのです。リスニングも同じです。速くて聞き取
れなかったのが、単語を必死に覚え、英文に必死に触れて覚え、耳を英語に慣し続けると、ある日突然聞こえ始め
るのです。どちらも短期に直線的に身につけられるものではありません。アメリカ人が新しい単語を習得するとき
も同じことをして身につけているのです。
長い夏休みがやってきます。生徒さん一人一人に、今年もサマーリーディングを準備しました。これらは、
直接的に学校の成績や、何かのテストにつながらない様に見えますが、完了した時には必ずあなたの英語力を飛躍
的に延ばします。英語力だけではなく、集中力、暗記力が驚くほど付きます。やってみてください。

渡辺

貴子

2013 年 7 月-9 月
7月
7日(日)…２０１４年度第1回 英検2次試験 実施
21日（月）…海の日 レッスンあり・
夏休み前のレギュラーレッスン最終日
7月23日‐8月9日…サマースケジュール開始

8月10日‐8月15日…お盆休み
8月17日‐8月21日…白馬英語キャンプ（希望者）
8月23日‐8月31日…洗足教室夏期集中レッスン

8月
7月20日‐8月10日…Julian Krinsky サマーキャンプ参加
8月22日‐8月31日…サマースケジュール

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）

学芸大学教室サマースケジュール

9月

（学芸大学教室） （別紙をご覧ください）

7月23日‐8月7日…Watanabe USA Tour （希望者）
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Announcements
７月⇒８月のサマースケジュール
A.
☺
B.
☺

ワタナベアカデミー全体
７月２１日（月）まで⇒Regular Lesson を通常通りに行います。
洗足教室
７月２２日⇒８月２２日： Regular Lesson 休み。

洗足教室は閉まっていますが、学芸大学教室はオープンしています。

☺ ８月２３日⇒８月２６日：夏期集中レッスン（前）
☺ ８月２８日⇒８月３１日：夏期集中レッスン（後）
C. 学芸大学教室
☺ ７月２２日⇒８月３１日：サマースケジュールでレッスンを行います。
月～土曜日 １０：００～１８：３０オープン

☺ ８月１０日⇒８月１５日：旧のお盆休み
☺ ８月１７日⇒８月２１日：白馬英語キャンプ開催の為、教室でのレッスンはお休み
D. ９月０３日から Regular Lesson 開始

学芸大学の生徒さん
 6 月のサンタモニカと同封しましたはがきに、ご希望レッスン番号を選んで頂
き、早急にお送り下さい。
週１回レッスンの生徒さん

7 コマ

週２回レッスンの生徒さん

14 コマ

この間追加レッスンご希望の
生徒さん

4 コマで 1 ヶ月分の授業料

[Q&A]
Q:「ぎりぎりまで自分の夏のスケジュールがわかりませんが、どうしたら
いいですか？」
→ぎりぎりでも構いませんので、分かり次第ご連絡下さい。ただ希望する
コマが定員を満たしていましたら、他のコマをお願いすることがあります。
ご了承ください。
Q:「一日に 2 コマとってもいいですか。」
→大丈夫です。集中力と体力をもって、サマースケジュールに取り組んで
下さい。
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English School at Hakuba（白馬英語合宿）
参加者募集



8 月 17 日～21 日（4 泊 5 日）
英語が得意な人も、不得意な人も、標高 2000 メートルの栂池ヒュッテでス
タッフと一日中英語三昧！本当の英語を身に着ける楽しみを経験してくだ
さい。
担当： 小学生低学年
小学生高学年
中学生
高校生・大学生
文法

渡邊貴子/坂口いずみ
マニエ渡邊馨子/山口若菜
福本彩乃/永井麻莉子
ケリー・ブロクハースト
渡邊節子

学芸大学教室のみ

Free Birds

６月９日―２８日

（日本では 2014 年 9 月 28 日公開予定）

Iron Man 1
（アイアンマン

7 月 1 日―19 日

１）

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。
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Congratulations!
斉藤まりあさん
アメリカ合衆国メイン州ポートランド市へ品川国際友好協会の交換留
学生として選ばれました。

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。
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。

大学生向け
夏期語学学校参加者募集

個人的に希望を聞き、ジョージア工科大学付属の語学学校、または
DrakeUniversity の語学学をご紹介致します。
担当：マニエ渡邊馨子、または渡邊節子までお申し出ください。
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Summer Reading 2014
今年も英語の本を読み、覚え、英語力アップの絶好のチャンスがやってきます。今年は以下の本に
なりますので、楽しみに待っていてい下さい。7 月のはじめごろに各家庭に送ります。

レベル

本題

内容

児童英検ブロンズ

I like Stars
by Margaret Wise Brown

色、簡単な形容詞の英単語を通
して、楽しめる初歩的な本です。
子犬のビスケットシリーズの本で

児童英検シルバー

Biscuit’s Big Friend
by Alyssa Satin Capucilli

す。大型犬サムに、一生懸命につ
いていこうとしているビスケットの
お話です。

児童英検ゴールド
/英検 5 級
英検 4 級

基礎的な単語、簡単な英文で書

Wake Up, Sun!
by David L. Harrison

かれている本です。なぜ農場にい
る動物が太陽を探す愉快なお話
です。

Days With Frog and Toad
by Arnold Lobel

仲良しカエル Frog と Toad が繰
り広げる優しくて心温まる５つの
お話です。
第 3 代アメリカ大統領のトーマス・

英検 3 級

Thomas Jefferson’s Feast
by Frank Murphy

ジェファーソンがどのようにしてア
イスクリームなどのおいしい食材
をアメリカに持ち込んだかのお話
です。

英検準 2 級～2 級

英検 2 級

Two-Minute Mysteries
by Donald J.Sobol
Winnie-the-Pooh
by A.A.Milne

気軽に楽しく読める短編ミステリ
ーです。色々な会話表現、慣用表
現が用いられてます。
だれでも知っているクマのプーさ
ん。原文がもつ豊かな表現力に
触れて下さい。
ペンシルバニア大学経営大学院
（ウォートンスクール）教授のジョ

英検準 1 級/1 級

Contagious
by Jonah Berger

ーナ・バーガー博士が、現在のイ
ンターネット時代に「なぜそれが
はやるのか」を分析している大変
興味深い本です。
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Energy source
Past mistakes don’t have to
cold up your future;
neither do they have to
prevent you from trying new things.
Only if you hold on to them
will they get in your way.

過去の過ちで、あなたの未来を暗くする
必要はない。
また、その過ちが新しい事柄をやろうとする
志の妨げになる必要もない。
その過去の過ちにのみしがみつくと
自分自身を制限することになるのだ。

You have been courageous enough

あなたは過ちを起こすほどの

to risk making a mistake.
Praise yourself for your strength.
Remind yourself that this mistake
was most likely a necessary step
for you to take in order to gain
more understanding about life
and your place in it.

大いなる勇気を持っているのだ。
あなたは自分自身の精神力をほめなさい。
この過ちは、
あなたの人生とその意味を
より理解するのに

Look into the future

未来を見てみると、

and you will realize that your dreams
are still there.
They may have changed,
but they are still your dreams.

そこにはまだあなたの夢があることに
気付くでしょう。
その夢は、少し変わったかもしれないが、
それはまだあなたの夢なのだ。

通らなくてはいけない道のりであった事を
思い起こすといい。

Donna Levine

ドナ・レヴィン
渡邊節子 訳
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