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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出来ない。私達が出来るのは、今日という日を
最大に生かし、そして希望と共に明日に向かって目を向けることだ。
暑い夏がやっと終わり、秋風が心地よくなって来ました。2020年のオリンピック開催地も東京に
決まり、心も浮き浮きとして来ますが皆様方の夏は如何でいらっしゃいましたか。
ワタナベアカデミーは1983年9月のオープンから、30年が経ち、今では初期の生徒さん方のお子
様もいらっしゃる様になりました。私は10年を１つの単位として、将来のことを考えるのが好き
で、ワタナベアカデミーを始める前の10年は、アメリカに住んでいましたので、教え始めたらど
ういう生徒さん達に会えるだろうか、最初の10年間で何をしようかといろいろと考えていたもの
です。
それで、10年間のアメリカ生活も終わり、日本に帰って来てすぐに、生徒さん達が集まり、その
生徒さん達を教えながら“あーでもない、こーでもない”と、０から留学までのカリキュラムを作
り上げました。
次の１０年は、その適切な教材作りでした。どの教材を使えば良い結果が出せるのか試行錯誤でし
た。
又その次の１０年は、その教材とカリキュラムを一人一人の生徒さんにどの様にあてはめて行くの
か、日本の状況や世界の状況を見据えて、現在のメソッドを作りました。
サーッ、これからは３１年目です。４０年目までの１０年間を心に描き、夢は広がり、心が浮き浮
きして来ます。今後とも、皆様方のご支援の程どうぞよろしくお願い致します。
渡邊

節子

2013 年 10 月―1 月
（2014 年）

10月
2日(水) …2013年度第2回児童英検申込み締切
13日(日) …2013年度第2回英検 1次試験
★14日（月）…レッスンあり（10月31日の代り）
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

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）
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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
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
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単語帳を作ったり、
問題を作ったりして、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。

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。

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。
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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⇒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。
ケリー講師は去年 5 月⇒7 月まで、英会話を担当しました。

Holiday Season Week

12 月 23 日（月）⇒12 月 28 日（土）
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

TOEIC/TOEIC Bridge 実施

日時；１０月１3 日（日）英検実施

日時；11 月 11 日(月)～16 日(土)

場所；５級～２級…ＷＡ学芸大学教室

場所；学芸大学・洗足教室

場所；準１級・１級…一般会場

申込み締切；11 月 9 日

(土)
★英検２級合格以上の生徒さん

申込締切：9 月 17 日（火）

→ TOEIC

児童英検

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

日時；１０月 21 日(月)→26 日(土)
場所；学芸大学・洗足教室

TOEIC Bridge を受験して下さい。

申込み締切：１０月 2 日(水)
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9 月の月曜日の振替

9 月は月曜日が祭日になる週が多く次の、
9 月 2 日（月）、9 月 16 日（月）
、9 月 23 日（月）がレッスンお休みとなります。
レッスンのお振替をよろしくお願い致します。

飲食物に関して
（学芸大学教室）

7 時～7 時 30 分を除く休憩時間では、飲食物を買いに行くことは出来ません。
飲食物が必要な生徒さんは、予め準備してからレッスンにいらして下さい。

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 trip 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

冬期・春期アメリカ語学留学

来年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。
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Energy Source
I want to tell you
to go ahead and reach out
for what you want.

私はあなた方に言いたいのです
あなたの欲しいものに向かって進み、
手をのばしなさいと。

I want to tell you
to go ahead and tray;
try to make the things happen
that you want to happen.

私はあなた方に言いたいのです。
前に向かって進み、やってみなさいと；
あなたがこうなればと望むことを
実現する努力をしなさいと。

Along the way
there may be some pain,
disappointment and doubt,
but if you never try,
you’ll never know
what might have been,
and you’ll always wonder
‘what if ’ and ‘if only…’

その途中には
いくらかの痛みがあるかもしれません、
失望や疑いもあるかもしれません。
しかし、もしあなたが全くやってみようとし
なければ何が起こるのかさえも決して知るこ
とはないのです。
そして、いつもいつも思うのです。

Even though you

“もしやっていれば”とか

might be scared,
you’ll have reason to be
proud of yourself
and glad that you dared

“ただやりさえすれば・・・”と。
たとえ、恐怖におののくことがあったとして
も、あなただけが実現することの出来る夢に
向かって手をのばしたということで、

to reach out
for he dreams
that only you
can make come true.
-Marsha Reid

あなたは、自分自身を誇りに思い
そして、喜ぶことが出来るのです。
（渡邊節子訳）
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