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“In order to win, you must expect to win.”
（勝つ為には、勝とうと思わなければならない。）
-Dan Fouts-

「読書の秋！」とはこれまで何度聞いたことでしょう。私も今年こそ長編を読みたい
と思うのですが、なかなか実現できません。しかしワタナベアカデミーでは、私の頭の中で長
年温めて来て、今年やっと実現できる「音読書プログラム」を 1 月から始めます。1 つ目
は”Story Time”と言って、小学生と中学１、2 年生を対象に、世界の名作を毎週スタッフと
共に音読するクラスです。初級と中級に分けて進めていきます。2 つ目は、現在学芸大学教室
で始めているのですが、”Reading/Dictation Time”と言って、英字新聞、タイム誌などの記
事を音読とディクテーションするクラスです。記事の内容は、毎回異なるものを読んで行きま
す。毎回英字新聞を読むのと同じ事です。詳しい時間帯は Announcement でお知らせしていま
すが、皆様はレッスンの時間を調整してでも、どのクラスかに出席して下さい。この「音読プ
ログラム」は、私がアメリカ生活中、子供達を育てながら、是非、日本でやりたいと考えてい
たカリキュラムの一つです。
この季節の空は青く、暑くもなく、寒くもなく、穏やかな気候は私が長年暮らしたサ
ンタモニカを思い出し、全て初心にかえる季節でもあるのです。

11 月

2015 年 10 月―2016 年 1 月

3 日(火)…通常レッスン休み（文化の日）

1月

8 日(日)…2015 年度第２回

5 日（火）⇒通常レッスン開始

英検 2 次試験実施

9 日（月）⇒14 日(土) TOEIC/TOEIC Bridge

11 日（月）⇒通常レッスン休み（成人の日）

23 日(月) …通常レッスン休み（勤労感謝の日）
12 月
7 日（月）⇒Winter Schedule の準備の為 休日
8 日（火）⇒23 日(水) 16days Winter Schedule
（祭日、日曜レッスンあり）
24 日（木）⇒1 月 4 日(月) 通常レッスン休み
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Announcement①
レッスン/事務について
テスト対策についてのお願い
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には、FAX 用紙を直
接レッスン時にお渡しいたしますので、テスト対策でいつ補習にいらっしゃるのか必ずご
連絡下さい。FAX 番号は 03-3714-2535 です。もしも FAX がご使用できない場合は、
レッスン時にお持ちいただくか、ご郵送下さい。
小学生の方の 1 回の補習時間は、集中力もありますので通常レッスンの時間以内でお願い
致します。

Winter Schedule ～Vocabulary Session～
12 月 8 日⇒12 月 23 日（１６days）
去年に引き続き、12 月 8 日⇒12 月 23 日（１６days）は Winter Schedule 期間とな
り、単語力の強化を致します。詳しいスケジュールは同封していますので、同封のお
葉書を 11 月 20 日（金）必着でご連絡下さい。尚、１２月７日〔月〕は準備の為、両
教室ともレッスンはお休みとさせて頂きます。

Reading Time/ Story Time について
Story Time
内容：初級と中級クラスに分けて、世界名作をスタッフと一緒に英語で音読します。
対象：小学生～中学２年生
☆学芸大学： 月～土、初級→17:35～17:55、中級→18：00～18：20
☆洗足：
月～土、初級→16:25～16:40、中級→16：45～17：00
Reading/Dictation Time （学芸大学教室ではすでに始めており、洗足教室は 1 月から開始です。）
内容：英字新聞、Time 誌などの記事の音読と Dictation（毎レッスン異なる記事）
対象：英検 P2、２級程度、高校生、大学生、社会人
☆学芸大学： 月～金→19:30～20:00、土のみ→ 15:30～16:00 と 19:30-20:00
☆洗足：
月～土→17:05～17:25
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Announcement②
各試験について

TOEIC/TOEIC Bridge 実施
日時；11 月９日(月)～1４日(土)
場所；学芸大学・洗足教室
申込み締切；11 月７日 (土)
英検２級合格以上の生徒さんは 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 TOEIC Bridge を受験して下さい。

Energy Source
You never know
until you try.
And you never try
unless you really try.

君は挑戦してみるまで
決して理解することはない
そして君が本気で挑戦しなければ
決して挑戦していることにはならない。

You give it your best shot;
you do the best you can.

その挑戦に最大の力を注ぎなさい。
君が出来る最大のことをするのだ。

And if you’ve done everything
in your power, and still “fail” –
the truth of the matter is
that you haven’t failed at all.

そしてもし君が全力でやって
“失敗”するのならー
その失敗の真の意味は
君は全く失敗してはいないと言う事だ。

When you reach for your dreams,
no matter what they may be,

君が夢に向かって努力するとき
その夢が何であったとしても

you grow from the reaching;
you learn from trying;
you win from the doing.

君は努力する事で成長するのだ；
君は挑戦することで学ぶのだ
君は行動する事で、勝利するのだ。

-Laine Parsons-

-レイン・パーソン訳：渡邊節子
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