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“There are no shortcuts to any place worth going.”
―Beverly Sills
「進むべき価値のある場所に、近道などない。」

－ ビヴァリー・シルズ

ある生徒がやって来て次の様に言いました。
「スマホで単語を覚えようとしたが、全く覚え
られなかった」と。全くその通りなのです。この事はすでにアメリカのプリンストン大学と
カリフォルニア大学の研究誌、Psychological Science誌で2014年に発表されているそうです。
そこには次の様にレポートされています；

「もし何かを覚えたいのなら、書きなさい。手で書くと、考えや概念的情報の長期的記憶が
ずっと良くなる。だから何かを覚えたいのならコンピューター(今ではスマホ)を消しなさい。
コンピューターはあなたの注意力を取り除きます。コンピューターは友人に短いメッセージ
を送ったり、スポーツの点数の結果を調べたりする機会を与えるだけです。」
(福島県立医科大学の入試問題より)
この記事を見た時、時代が変わっても私たちが続けている10回書きは正しいのだと、非常
に嬉しくなりました。皆さん、何かを身につけるのに近道はありません。毎日の努力のみが
成功への道なのです。あせることなく信じる道を一歩一歩あゆんで行きましょう！
渡邊

節子

2019 年 10 月 – 2020 年 1 月
10 月

12 月

6 日(日)…2019 年度第 2 回英検一次試験実施

6 日(金)…2019 年度第 3 回英検申し込み締切

14 日(月)…体育の日。レッスンお休み

8 日(日)～21(土)…Winter Schedule

22 日(火)…即位礼正殿の儀。レッスンお休み

22 日(日)～1 月 5 日(日)…レッスンお休み

11 月

1月

3 日(日)…2019 年度第 2 回英検二次試験 A 日程実施

6 日(月)…レッスン開始

4 日(月)…振替休日。レッスンお休み

13 日(月)…成人の日。レッスンお休み

10 日(日)…2019 年度 2 回英検二次試験 B 日程実施

26 日(金)…2019 年度第 3 回英検一次試験実施

23 日(土)…勤労感謝の日。レッスンお休み
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News from classroom
【学芸大学

小学生教室】

・多くの生徒さんによりよい環境でお勉強して頂くため、下記 2 点をお願い致します；
＊来校時間を大幅に遅れての入室の場合の連絡(30 分以上前後する場合は事前に変更又は連絡)。
※当日の場合はお教室に直接連絡をお願い致します。
（内線番号＃14）
＊補習、振替が来られなくなった時の連絡(他にお待ちの生徒さんにお譲りするため)をお願いいたします。
なお、通常レッスンが何時スタートかご不明な方は気兼ねなくご連絡下さい。

【学芸大学

中学生教室】

・10 月後半に学校のテストがある生徒さんで、補習をご希望の場合は早めのご予約をお願いします。
【鱒渕クラス】⇒(月)18-21 時、(水)16-19 時、(金)16-19 時の補習・振替は制限させて頂いています。
補習のご予約はネットからではなく、メールにて(masubuchi@watanabe-academy.com)お願いします。
【野村クラス】⇒(火)18-21 時、(水)16-19 時、(金)18-21 時、の振替・補習は大変混み合っている為、
なるべく他の曜日及び時間帯で来て頂きますよう、お願いします。

【学芸大学

大教室】

・振替、補習に突然来る生徒さんが増えています。必ず事前にメールもしくは電話にて連絡をしてください。
・学校の課題の添削等は余裕をもって提出してください。極力 2～3 日前までにお願いします。
来られない場合はメールや FAX で事前に送ってもらっても構いません。

【洗足教室】
・レッスンにいらっしゃる際は忘れ物がないようにお願いします。
SECOM カード、教材、筆記用具は必ずもってきてください。

【梶ヶ谷教室】
・先月より月曜日から土曜日まで、9 時までレッスンが行えるようになりました。
・連絡先も izumi-s@watanabe-academy.com に変更になっています。よろしくお願いいたします。

レッスン時間の変更・欠席・振替などの連絡、ご相談などは、担当の先生の下記アドレスへ
メールでご連絡ください。教室へ直接お電話は、緊急事項のみでお願い致します。
坂口いずみ先生（洗足・梶ヶ谷教室）

izumi-s@watanabe-academy.com

塩谷崇彰先生（学芸大学大教室）

shioya@watanabe-academy.com

颯々野真紀先生（学芸大学小学生教室）

sassano@watanabe-academy.com

デワンさくら先生（洗足・学芸大学大教室）

dewan@watanabe-academy.com

野村萌里先生（学芸大学大教室）

nomura@watanabe-academy.com

鱒渕優菜先生（学芸大学中教室）

masubuchi@watanabe-academy.com
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Announcement
祝日のお振替
＊10 月 22 日(火) 即位礼正殿の儀
＊11 月 23 日(土) 勤労感謝の日
※祝日の為、レッスンはお休みとなりますが、お振替はできません。
よろしくお願いいたします。

休塾・退塾の
お申込み

2019 年度第２回

英検 Jr.
日程：

▷12 月からの休塾及び退塾〆切

10 月 26 日(土)～11 月３日(日)

11 月 10 日(日)

会場：ワタナベアカデミー学芸大教室
ワタナベアカデミー洗足教室
ワタナベアカデミー梶ヶ谷教室

※必ず届の用紙をご提出下さい。
(Fax/メール/郵送でも承っております。)
※11 月からの休・退塾は 10/10 付けで
受付を終了しています。

＊詳しい受験案内はご自宅に送付されます。

事務手続き
＊お月謝等のお問合せへのご対応は月曜から水曜に行っております。
極力早急に対応させて頂きますが、ご返答までにお待ちいただく場合があります。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
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～Energy Source～
“In Your Life”
There is excitement in your life…
be a part of it
There is work in your life…
begin with it
There is sorrow in your life…
ease the pain away
There is joy in your life…
feel it, know it, share it
There are goals in your life…
strive for the highest
There is purpose in your life…
explore it.
- Jonivan

「君の人生に於いて」
君の人生にはわくわくする事がある・・・
その一部でありなさい。
君の人生にはやるべき事がある・・・
そして始めなさい。
君の人生には悲しみがある・・・
その痛みを取り除きなさい。
君の人生には喜びがある・・・
それを感じなさい、知りなさい、そして分かち合いなさい。
君の人生にはゴールがある・・・
最高を求めて努力しなさい。
君の人生には目的がある・・・
それを探求しなさい。
‐訳：渡邉節子
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