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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 hard to see it through!”
（始めることは簡単だ、しかし、あなたは辛抱強くやる人なのか？
仕事を始めるのは簡単だ。その仕事をやり通すことが、ずっとずっと難しいのだ！）
外の日差しの中に、春の温かさが感じられるようになり、何か新しいことが始まりそうで、
心も浮き浮きとして、夢も膨らんできます。
その夢を実現できるのは、その夢を見ている人だけなのです。その夢を思っただけでは誰も
実現してくれません。私たちは、インターネットで世界中の事を瞬時に知ることが出来たり、お
手軽に情報が得られる世界に暮らしているので、テレビのチャンネルを切り替えれば、お笑い番
組から悲惨な戦争の場面に切り替わる様に、自分の頭のチャンネルを切り替えれば、自分の夢も
すぐに現れるのではないかと錯覚してしまいます。
ところが、戦争の映像をテレビで流す為には、誰かが命をかけてその現場へ行っているとい
う現実がある様に、自分の夢を実現している人は、それに向かって辛抱強くやる人のみが、成功
しているのです。
皆さんの夢を実現する為に、今日という日を大切にして、一歩一歩行きましょう。
2017 年 4 月 - 7 月
4月

6月

6 日(木)…レッスン開始

4 日(日)…2017 年度第 1 回英検実施

16 日(日)…SummerProgram 説明会

19 日(月)～24 日(土）…2017 年度第 1 回英検 Jr.実施

（主催：WatanabeAcademyUSAInc.）
29 日(土)…レッスン休み
5月

7月

3 日(水)～5 日(金)…レッスン休み

2 日(日)…2017 年度第 1 回英検二次試験 A 日程実施

8 日(月)…2017 年度第 1 回英検

9 日(日)…2017 年度第 1 回英検二次試験 B 日程実施
申し込み締切

27 日(土)…2017 年度第 1 回英検 Jr.
申し込み締切

17 日(月)…「海の日」レッスン休み
18 日(火)～19 日(水)…Summer Schedule 準備の為

休み

20 日(木)…Summer Schedule 開始
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Announcement①
2017 年度より英検が変わります
2017 年度第 1 回の英検より以下のように変わります。

2017 年度第 1 回英語検定

2017 年度第 1 回英検 Jr.

日時；6 月 4 日（日）

日時；6 月 19 日(月）～ 6 月 24 日(土)

場所；５級～２級…ＷＡ学芸大学教室

場所；学芸大学・洗足・梶ヶ谷 各教室

準１級・１級…一般会場

申込締切：5 月 27 日（土）

申込締切：5 月 8 日（月）

ワタナベアカデミーでの英検申し込みの流れ
英検の申込用紙は、サンタモニカに同封または、各教室で配布します。
英検協会の申込用紙に加え、当塾の受験料用封筒も、提出してください。
受験料用封筒

受験料用封筒

受験案内
・日時

申込用紙

※準 1 級、1 級を受け
る方には、封筒のみお
返しします

・会場
ホチキスで留めて提出

封筒と受領書を、受験案内と一緒にお返しします

一次試験免除の生徒さんも、必要事項を全て記入し、締切日までに必ず提出してください。
英検試験日（一次、二次）一週間前までに受験案内がお手元に届かない場合は、ワタナベ
アカデミー学芸大学へご連絡ください。
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Announcement②
新英会話講師のご紹介
3 月から、新しい講師を 2 人迎え、4 人体制で英会話レッスンをしております。
全講師、大学院への留学生で、英語を母国語とする非常に優秀な方々です。
Kumar, Siddhartha さん
Camille, Flores さん

東京工業大学大学院理工学研究科（インド工科大学インドール校出身）
東京大学大学院学際情報学府（フィリピン大学出身）

人事異動
志茂 こずえ

退職

杉田

尚子

結婚のため退職

関塚 晴美
介護のため退職
颯々野 真紀
入社
デワン さくら 入社
野村 萌理
入社
鱒渕 優菜
入社
※なお、4 月からの新スタッフ紹介は、来月以降、お送りいたします

大学院修了のため帰国された Abdullah Rajiv 英会
話講師から生徒の皆さんへメッセージです。

就職のため辞められる Vikrant, Upadhyaya 英会
話講師から生徒の皆さんへメッセージです。
Hello everyone
I have been associated with Watanabe
Academy since November and it was a
great experience. The opportunity of
continuous interaction with you guys was
very refreshing and a great learning
experience indeed. I will be working in
Kanagawa prefecture after graduating in
March.
I would like to extend my good wishes for
your future endeavors, especially in
regard to honing the English language.
Free to get in touch. My email id:
vikrantupadhyaya@yahoo.in
Best regards
Vikrant
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Announcement③
Summer Programs at Watanabe Academy
主催：Watanabe Academy, USA Inc.
今年も、盛りだくさんのサマープログラムをご用意いたしております。ツアー参加を検討さ
れている方は、まず説明会にご参加ください。同封しております申込用紙に必要事項をご記
入の上、学芸大学教室へＦＡＸでお送りください。
説明会日時：４月１６日（日）13:00～15:00
説明会会場：ワタナベアカデミー学芸大学教室
お申込み締切：４月１５日（土）

English School at Hakuba
北アルプスの大自然の中での英語トレーニング合宿
8 月 18 日(金)～8 月 22 日(火)
1 人１人のレベルに合わせたアメリカの教材を使った英語体験学習です。Scavenger Hunt,
CSI Crime Solving Games, ミサンガ作り、劇（小学生）とオピニオン・ライディング（中学
生以上）の英語でのプレゼンテーション、などのアクティビティを通して英語を学びます。
ワタナベアカデミースタッフが指導します。申し込み締切は 6 月 24 日(土)です。

未就学児クラス開始
（主に学芸大学教室）
月→金まで 14:30-16:00 未就学児のみのクラスを開始しています。1 クラス 6 名までです。
・フォニックスの基本を教え⇒読み書きが出来るようになります
・Mother Goose や Nursery Rhyme を覚えさせ、美しい英語の基礎を作ります
・美しいブロック体から筆記体へ移行します
・Jr.Step で日常の身の回りの単語・文章を覚えさせます

新入生を募集します！
ワタナベアカデミー学芸大学教室、洗足教室、梶ヶ谷教室
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、
是非ご紹介の程、よろしくお願い致します。
渡邊節子
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Energy Source
Don’t Be Afraid to Fall

失敗を恐れるな

You’ve failed many times,
although you may not remember.

君はこれまでに 何度も失敗した。
きっと覚えてはいないだろうが。

You fell down
the first time you tried to walk.

初めて歩こうとしたあの時、

You almost drowned the first time
you tried to swim, didn’t you?

初めて泳ごうとしたあの時、

転んでしまった。

君は溺れそうになった、そうじゃなかったかい？

Did you hit the ball
the first time you swung a bat?

初めてバットを振った時、
バットはボールにあたったかい？

Heavy hitters, the ones who hit
the most homeruns, also strike out a lot.

強打者たち、ホームランを一番よく打つヒッターは、

R.H. Macy failed seven times
before his store in New York caught on.

R.H.メーシーは 7 回も失敗した後で、

よく三振もするものだ。

ようやくニューヨークの店を成功させた。

English novelist John Creasey got 753

英国の小説家ジョン・クリーゼーは

rejection slips before he published 564 books.

564 冊の本を出版する前に、
753 通の断り状を受け取った。

Babe Ruth struck out 1330 times,
but he also hit 714 homeruns.

ベーブルースは、1330 回三振した、
だが 714 本のホームランもかっ飛ばしている。

Don’t worry about failure.
Worry about the chances you miss
when you don’t even try.

失敗を恐れちゃいけない。
トライもしないで逃がすチャンスこそ
怖れた方がいい。

-Marsha Reid

-マーシャ レイド
訳 渡邊 節子
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REPORT

２０１６度第３回英検合格者
Congratulations
1 級合格者

準 1 級合格者

合計・・・０人

合計・・・５人

受験者なし

☆高校 3 年生・・・2 名
☆高校 2 年生・・・1 人
☆高校 1 年生・・・2 人

２級合格者

合計・・・１０人
準２級合格者

☆高校 3 年生・・・2 人
☆高校 2 年生・・・1 人
☆高校 1 年生・・・1 人
☆中学 3 年生・・・3 人
☆中学 2 年生・・・1 人
☆小学 6 年生・・・1 人
☆小学 5 年生・・・1 人

合計・・・１６人
☆高校 1 年生・・・1 人
☆中学 3 年生・・・5 人
☆中学 2 年生・・・6 人
☆中学 1 年生・・・1 人
☆小学 6 年生・・・1 人
☆小学 5 年生・・・2 人

３級合格者

合計・・・１９人

４級合格者

☆中学 3 年生・・・2 人
☆中学 2 年生・・・5 人
☆中学 1 年生・・・5 人
☆小学 6 年生・・・5 人
☆小学４年生・・・2 人

合計・・・１１人
☆中学１年生・・・4 人
☆小学 6 年生・・・2 人
☆小学 5 年生・・・4 人
☆小学 4 年生・・・1 人

５級合格者

合計・・・９人
☆小学 6 年生・・・4 人
☆小学 5 年生・・・1 人
☆小学 4 年生・・・3 人
☆小学 3 年生・・・1 人
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Announcement④
留学/短期留学について
Summer Programs at Watanabe Academy
今年も、盛りだくさんのサマープログラムをご用意いたしております。以下が一覧表になります。
詳しい資料は、説明会でお渡しします。参加を検討されている方は、まず説明会にお越しください。
また、これ以外のプログラムもご紹介できます。ご相談ください。

プログラム名

対象年齢

期間

参加期間
変更

Watanabe Academy
Summer Tour

10歳～

7/20～8/3

×

US$ 7,200 *

Julian Krinsky
Summer Camp

中学3年生
～高校3年生

7/1～8/12

○

US$ 7,570

高校生

7/23～8/5

×

US$ 4,400

10～14歳

7/16～8/18

○

US$ 9,500

高校２年生
～３年生

7/2～7/29

×

US$ 7,500

高校２年生
～３年生

7/18～8/5

×

US$ 5,400

高校生

7/16～8/8

×

US$ 6,000

大学生以上

8/12～9/15

×

US$ 7,500

Boston University
Summer Challenge for High School
students

Fay School
Summer Immersion Academic
Program

University of Pennsylvania
Global Leadership & International
Affairs

Yale University
English Language Institute for High
School Students

University of Pennsylvania
Internship Program

Georgia Tech Language
Institute

参加費用

(注)

（注）参加費用に加え、1 人 1 件あたり 80,000 円の手数料がかかります。*印のみ 100,000 円です。
ご了承ください。
なお、やむを得ぬ事情により、期間や参加費用は、変わることもあります。ご了承ください。
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