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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目を向けることだ。」
外の日差しの中に春の暖かさが感じられるようになり、何か新しい事が始まりそ
うで、心も浮き浮きとして、夢も膨らんで来ます。
しかしその夢を実現出来るのは、その夢を見る人だけなのです。その夢を実現出
来るか、出来ないかの一番のポイントは、自分に克てるかどうかにかかっています。競
争社会とか 受験戦争とか 勝つ相手はあたかも他人の様に聞こえますが 本当に勝つ
のが難しいのは 自分に次々と降り掛かってくる誘惑に克つことです。
『今日と言う日』に、自分に克てたら その次に来る『今日という日』にも、自
分に克って行く事です。それが夢を実現する唯一の道です。
英語をマスターする道も まさにこれしかありません。『今日と言う日』に、英
語を覚え、その次に来る『今日と言う日』にも、英語を覚え、自分の世界を広げていき
ましょう。
Wishing you success …

あなたの成功を願って…

Life is a series of beginnings…

人生は始まりがいくつも続く鎖のようなもの

that bring us closerto the realization of

その始まりは、私達に自分の夢が何なのか

our dreams.

気付かせてくれる。

May all of your beginnings

あなたの全ての始まりに太陽の光が

be showered by sunbeams

シャワーのように降り注ぎますように。

and all of your dreams

あなたの夢の全てが

sense the warmth of success.

成功の暖かさを感じますように、
（訳：渡邊節子）

2016 年 4 月―6 月
4月

6月

6 日（水）⇒レッスン開始

12 日（日）⇒2016 年度第１回英検実施

17 日（日）…夏のプログラム説明会

16 日（木）～20 日（月）…レッスン休み（教師・講師研修）

29 日（金）⇒レッスンお休み（昭和の日）

21 日（火）～26 日（日）…2016 年度第１回英検 Jr 実施

5月
3日(火）⇒５日（木）ゴールデンウィーク休み
18 日(水)…2016 年度第１回英検申し込み締切

27 日(金)…2016 年度第１回英検 Jr 申し込み締切
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Announcement①
レッスン/事務について
英会話レッスン再開
英会話を 2 月 22 日から再開しました。只、会話練習が出来るのが、月、水、木 17:30～21:00、
土曜日（不定期）は 16:30～21:00 となります。洗足教室は、毎月第三週になります。会話
をご希望でしたら、他の曜日へのお振替えも可能です。

講師：東京工業大学 3 年生

Alanpay Micah

5 月⇒7 月は、毎年行っている英会話特訓をやります。講師は、4 月の始めに面接をして、
今年も二人来てもらいます。

Spring Session 完了！！
Spring Schedule （文法特訓）は、学芸大学教室も、洗足教室も、大勢の
生徒さんが出席し、頑張りました。4 月からも引き続き、レッスンを休
むことなく、頑張りましょう。「継続は力なり」です。

テスト対策についてのお願い
各テストの為の補習レッスンを行っていますが、4 月より次の様なやり方で行いますの
で、よろしくお願い致します。
原則⇒2 週間前から週間１レッスンの方は 2 回の補習、また補習レッスンのお時間も
通常レッスンを越えないものとします。合計 6 回のレッスンでテスト対策をします。
お申込み⇒すでに送付しています補習レッスン用紙にご希望の日時をお書き頂き、各
お教室にファックスして下さい。中学生以上で「Test Preparation Cover Sheet」に日
程をご記入の場合、ファックスは必要ありません。

人事異動
永井 真莉子

退職

尚、各講師の経歴に関しましては、同封していますスタッフ紹介をご覧下さい。
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Announcement②
レッスン/試験について

2016 年度第 1 回英語検定

2016 年度より英検が変わります

日時；一次６月１２日（日）二次：7 月 10 日（日）

2016 年度第 1 回の英検より以下のよう

申込み締切；5 月 18 日（水）

に変わります。
 2 級にライティングが導入されます。
 4 級と 5 級にスピーキングが導入され

2016 年度第 1 回英検 Jr.

ます。

日時；６月２１日（火）～6 月 26 日（日）

 準 2 級、3 級のライティングは早急実

申込み締切；5 月 27 日（金）

施をめざし準備中です。
 英検の受験料に変更があります。

☆申し込み用紙は各教室に置いてあります。

梶ヶ谷教室
東急田園都市線梶ヶ谷駅のすぐ前に、ワタナベアカデミーの 3 つ目の教室をオープンしま
した。お知り合いの方で、梶ヶ谷教室での英語レッスンにご興味がおありの方には、ぜひ
ともご紹介お願い致します。

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。
渡辺節子
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Announcement③
短期留学説明会のご案内

ご興味のプログラムに○を書き、４月１６日（土）までに 03-3714-2535 へファック
スして下さい。

プログラム名

対象年齢

Watanabe Academy
Summer Tour

10歳～

Julian Krinsky
Summer Camp

中学3年生
～高校3年生

Boston University
Summer Challenge for High
School students

Cornell University
Summer College for High
School Student

Yale University
English Language Institute
for High School Students

Harvard University
PreCollege Program

期間

参加期間
変更

４/17

7/20～8/3

×

7/17～8/6

○

7/19～7/31

×

7/10～8/12

○

7/19～8/15

×

7/18～8/5

×

7/24～8/5

×

13：00～15：00

４/17
13：00～15：00

個別

高校生

（3/12締め切）

Fay School
Summer Immersion Academic
Program

説明会

４/17

10～14歳

13：00～15：00

高校２年生
～３年生

13：00～15：00

高校２年生
～３年生

13：00～15：00

４/17
４/17
４/17

高校生

13：00～15：00

Georgia Tech
Language Institute

大学生以上

個別

8/12～9/15

×

Drake University

大学生以上

個別

相談可能

○

お名前
FAX 番号
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２０１５年度第３回英検合格者

REPORT

Congratulations
1 級合格者

準 1 級合格者

合計・・・７人
合計・・・０人

☆大学２年・・１人
☆高校２年・・３人
☆高校１年・・２人
☆中学１年・・１人

受験者なし

２級合格者

合計・・・１６人

準２級合格者

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

合計・・・１３人
☆高校１年・・２人
☆中学３年・・３人
☆中学２年・・４人
☆中学１年・・３人
☆小学６年・・１人

３級合格者
４級合格者

合計・・・１５人

合計・・・１６人

☆中学３年生・・・２人
☆中学２年生・・・７人
☆中学１年生・・・３人
☆小学６年生・・・１人
☆小学５年生・・・２人

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

５級合格者

合計・・・１５人
☆中学１年生・・・1 人
☆小学６年生・・・４人
☆小学５年生・・・４人
☆小学４年生・・・２人
☆小学３年生・・・１人
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Energy Source
Past mistakes don’t have to
cloud up your future;
neither do they have to prevent you
from trying new things.
Only if you hold on to them

過去の過ちで、あなたの未来を
暗くする必要はない。
又、その過ちで新しい事柄を
やろうとする志をやめる必要もない。
その過去の過ちにのみにしがみつくと
あなたの進む道を邪魔することになる。

will they get in your way.
You have been courageous enough
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

あなたは過ちをおこすほどの
大いなる勇気を持っているのだ。
あなた自身の力をほめなさい。
この過ちは、
人生と人生の中でのあなたの場所を
より理解する為には
通らなくていけない道のりであったと
心に刻みなさい。

more understanding about life
and your place in it.
そして未来を見てみると、
そこにはまだあなたの夢があることに
気付くのです。
その夢は、変わったかもしれないが、
まだあなたの夢にかわりはないのです。

They look to the future and realize
that your dreams are still there.
They may have changed,
but they are still your dreams.

ドナ・リバイン

-Donna Levine

訳：渡辺 節子
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