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If We Don’t Take Chances,
then We’ll Never Find the Rainbows.
もし私達が、一か八かでやらなければ
私達は決して虹を見つけることはないのです。

英語を自分のものにするということは、自分の風船を膨らませている様なものです。
英語の単語・文章を覚えて、それを文法で整理して、
どんどん自分の風船の中に吹き込んで行くのです。
風船が大きければ大きい程、遠くへ力強く飛んで行くことが出来ます。
しかし、英語の単語・文章・文法を覚えなければ、
風船の中に何も吹き込むものがなく、自分の風船さえも作れません。
英検5級の単語・英文・文法を風船に吹き込めば、5級の風船が出来、
5級のフェンスが越えられます。
1級の単語・英文・文法を覚えて風船に吹き込めば、1級の大きな風船が空高く飛び上がり、
1級のフェンスを飛び越せます。
あなたはどれ程大きな風船を作りたいと思っているのですか？
宇宙船程大きな風船を作って空高く舞い昇り、
国境を超えて、飛んでいる自分の姿を想像してみて下さい！
楽しくなって来ませんか？
風船に空気を吹き込み続けていると酸欠になり、頭が痛くなります。
その時は大きく深呼吸して酸素を入れると治る様に、
単語・文章・文法を覚えないで大きな風船を作ろうとしても、
酸欠状態になり風船は大きくなりません。
吸った空気を吐き出す様に、英語の単語・英文・文法を吸いこみ、
自分の風船の中に吐き出すのです。
そうすれば、必ず大きな風船となり、海の向こうへも飛んで行けるのです。
その風船を作ることが出来るのは、あなただけです。
でも、もしその風船の中に吹き込むのをやめてしまったら、
“シューっ”とあっという間に縮んで落下してしまいます。
くじけずに、息をするのが自然な様に自分の風船を大きくし続けるのです。
2013 年 10 月―1 月（2014 年）

10月

12月
★2日(月)～27日(金) …レギュラーレッスン
20日(金) …2013年度第3回英検 申込み締切
★28日(土)－1月5日(日)…お正月休み

21日(月)～26日(土) …児童英検実施（レッスン後各教室で）
10 月 31 日(木)⇒11 月 3 日（日）…スタッフ研修の為休み

変更

11月
★4日（月）…レッスンあり（11月01日の代り）
9日(土) …TOEIC/TOEIC Bridge 申込締切
10日(日) …2013年度第2回英検 2次試験
11日(月)～16日(土) …TOEIC/TOEIC Bridge 実施（各教室）
★23日(土) …レッスンあり（１１月０２日の代り）

変更
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1月（2014年）
★6日(月) …レッスン開始
8日(水) …児童英検申込み締切
13(月) …成人の日 休み
26日(日) …2013年度第3回英検1次試験
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Announcement
New!
文法力教化！
生徒さんの文法力がこのところ非常に劣って来て、文法という概念さえも希薄です。
文法は別に“悪”ではないのです。
文法は覚えた単語・文章を整理する、とても大切なもので、私達の様に外国語として英語を
覚えている人間にとっては、便利なものなのです。
10 月の英検後、各生徒さんのカリキュラムに文法を入れて、進めています。
英単語・文章を覚えるだけでもナメクジ状態で生きてはいけるのですが、
覚えたものを文法で整理すると、背骨がしっかりとして、立って歩けるのです。
来年の春の特訓は“文法強化特訓”にする予定です。
それまでは勿論各自のカリキュラムにしっかりと入れてやって行きます。
レッスンに必ず出席して文法力も強くして下さい。

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、各生徒さんにはノート作りの仕方を教えたりと、
各生徒さんに合わせて、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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ご注意！
お月謝振込には、生徒さんの名前で！

お支払記録のミスを避ける為に、
授業料のお振込みは、生徒さんの名前でお願いします。

領収書発行について

英検、TOEIC、TOEIC Bridge 受験料のお支払に関しては、領収書を発行致しませんので、
ご了承ください。ただし、お月謝を現金でお支払の方は、これまで通り領収書を発行します。

ご注意！

スタッフ研修会の為休み
10 月 31 日(木)⇒11 月 3 日（日）

スタッフの研修の為、ワタナベアカデミーは学芸大学教室、洗足教室は次の期間、お休みしま
す。その期間の振替日は次の通りですので、よろしくお願いします。
・振替⇒次の祭日はレッスンを通常通りいたします。
10 月 31 日（木）⇒10 月 14 日（月）
11 月 01 日（金）⇒11 月 04 日（月）
11 月 02 日（土）⇒11 月 23 日（土）

英会話レッスン
ケリー・ブロックルハースト講師（イギリス出身）は、無事大学を卒業し、卒業式が終わり次第
来日し、英会話レッスンを担当します。
1 月 6 日に来日します。
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夏集中レッスン未完了の生徒さん方！

・夏の集中レッスン未完了の生徒さん
週１回レッスン受講の方⇒4 回 週 2 回レッスン受講の方⇒8 回
・夏期集中レッスンをやって頂くことになっています。まだ未完了でノートを貰っていない人は
10 月いっぱいまでに完了して下さい。

Holiday Season Week

12 月 21 日（土）⇒12 月 27 日（金）
例年のクリスマスパーティーに替えてこの 1 週間各教室で、Holiday Season を
ケーキとビンゴで祝います。
勿論、お勉強もあります！

英語検定実施日（二次）

TOEIC/TOEIC Bridge 実施

日時；１1 月 10 日（日）英検二次

日時；11 月 11 日(月)～16 日(土)

場所 : 一般会場

場所；学芸大学・洗足教室
申込み締切；11 月 9 日

児童英検

の

日時；１０月 21 日(月)→26 日(土)

(土)
★英検２級合格以上の生徒さん
→ TOEIC

★高校入学時に TOEIC Bridge で
クラス別けがある生徒さんは必ず

場所；学芸大学・洗足教室

TOEIC Bridge を受験して下さい。

アメリカの高校見学のお知らせ

１１月１１日⇒１１月１８日
アメリカのニューイングランド地方の高校見学 tour を、催します。詳しくは後日お
知らせ致しますが、興味をお持ちの方は、マニエー渡邊馨子まで、お知らせ下さい。
e-mail アドレス：rpmkw@yahoo.com
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冬期・春期アメリカ語学留学
(高校 3 年以上が対象です！)
koukou

１月から３月の間、アメリカの語学学校留学をご希望の方は、
後日詳しいお知らせを致しますので、お知らせ下さい。

英検・児童英検
TOEIC/TOEIC Bridge の受験に関して

・各テストの受験可能期間及び、実施会場は次の様になっています。
英検⇒指定された受験日の受験時間のみ
5 級～2 級⇒ワタナベアカデミー・学芸大学教室
準 1 級～1 級⇒英検協会指定の場所（公開会場）
児童英検⇒ワタナベアカデミー各教室
実施は 1 週間の内で、生徒さんの少ない曜日と
時間帯を
指定させて頂きます。よろしくお願い致します。

TOEIC/TOEIC Bridge⇒ワタナベアカデミー各教室
⇒実施する 1 週間の日時で受験出来ます。
TOEFL iBT
⇒受験する本人が internet で本会場に
申し込みます。
ワタナベアカデミーでの受験は出来ません。

★どうか、お間違いない様にお願いします。

Energy Source
You’ll learn more about a road
by traveling it than by consulting all
the maps in the world.

世界中の全ての地図で調べるよりも
その道を実際に旅する方が
その道をよりよく学ぶことができるのです。

No one is guaranteed happiness.
Life just gives each person time and
space.
It’s up to us to fill it with joy.

幸福を保証されている人は誰もいません。
人生は一人一人に 時と場所を
ただ与えているだけなのです。
それを喜びいっぱいにするのは私達なのです。
（渡邊節子 訳）
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