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“Day by day. How we spend our days is, of course,
How we spend our lives!” –Annie Dillard
「1 日、そして、1 日。もちろん、わたしたちが 1 日をどの様に過ごすかが、
私たちがどの様に人生を過ごすかということになるのだ！」

アニー・ディラード

来年の夏の、新企画をご案内します。
渡邊節子・渡邊馨子によるフル引率で、アメリカの名門ボーディングスクール* を見学する
ツアーを 2018 年夏に実施します。
1984 年より毎年行っています。Watanabe Academy Summer Tour の新企画として、Julian Krinsky
Summer Program(JKCP)参加後、ご家族の方とボストンで合流し、Ten School**、男子校、女子校、
共学等ニューイングランド地方のボーディングスクールを訪問します。
将来または現在、中学校、高校での留学をご検討のご家族、アメリカのボーディングスクール
に興味のある方、ご参加をお待ちしております。詳細は後日、改めてお知らせ致します。
渡邊

節子

*ボーディングスクールとは：全寮制の寄宿学校の事。両親や家族と離れ、寮生活において学業のみならず心身共
に修養し、規則、礼儀、自立心、コミュニケーション能力を養成する。授業は少人数で行われることが特徴です。
**Ten School とは：選ばれた有名進学校でアメリカ合衆国において歴史的起源が古く、学術的権威のある名門ボー
ディングスクール 10 校のこと。

2017 年 10 月 – 2018 年 1 月

10 月

12 月

8 日(日)…2017 年度第 2 回英検実施

8 日(金)～23 日(土)…Winter Schedule

9 日(月)…「体育の日」レッスン休み

24 日(日)～31 日(日) …通常レッスン休み

11 月

1月

3 日(金)…「文化の日」休み

1 日(月)～5 日(金)…レッスン休み

5 日(日)…2017 年度第 2 回英検二次試験 A 日程実施

6 日(土)…通常レッスン開始

…2017 年度第 2 回英検 Jr.実施

8 日(月)…「成人の日」レッスン休み

…TOEIC, TOEIC Bridge 実施
12 日(日) …2017 年度第 2 回英検二次試験 B 日程実施
23 日(木)…「勤労感謝の日」休み
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Announcement①
通常レッスンの予約サイト開設！
2017 年 10 月より、通常レッスンの欠席・変更をホームページから入力できるシステムを
導入いたします。季節のレッスンと同様に、生徒さんの ID とパスワードを入力して、通常
レッスンを予約することができます。詳細は後日、郵送でお知らせいたします。ご理解、
ご協力お願い申し上げます。

テスト対策
テストの２週間前より、補習を無料で受けられます。お申込みは「英検・英検 Jr.・テスト
の補習希望日」を各教室に希望日の２日前までにファックスで送るか、担当の先生に直接、
手渡して申し込んで下さい。なお、ご希望の時間帯が満員になった場合や、前日または当
日のお申込みは、変更をお願いする場合があります。ご了承ください。

2017 年度第 2 回英検 Jr.

TOEIC/TOEIC Bridge

実施日；11 月 5 日(日）※1 日のみ

実施日；11 月 5 日(日） ※1 日のみ

場所；ワタナベアカデミー学芸大学教室

場所；ワタナベアカデミー学芸大学教室

時間；10:00～ Bronze

時間；10:00～

11:00～ Silver

TOEIC

15:00 ～ TOEIC Bridge

15:00～ Gold

申込締切；11 月 4 日 (土)

申込締切：9 月 30 日(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 TOEIC Bridge を受験して下さい。

2017 年度第 2 回英語検定
日時；10 月 8 日（日）英検実施
場所；５級～２級…ＷＡ学芸大学教室
場所；準１級・１級…一般会場

台風などの悪天候によるレッスンの急なお休みは、ホームページ
(http://watanabe-academy.com)にてお知らせします。
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Announcement②
皆様方のお電話により確実に対応ができますよう、９月６日より次の新しい電話システムを導入致
しました。どの教室の方も０３－３７１４－１１３６(代表番号)へ、お電話をください。電話が繋が
りましたら、以下の内線番号を押してください。また同時に音声ガイダンスも流れますので、それ
に従って番号を押して頂いても結構です。
内線番号一覧

11
12
13
14
15
16
17
18
19

請求、面談、その他の事務手続きのご相談 （月～金 8:30～18:00）
欠席、振替のご連絡（月～金 8:30～18:00）調整をお願いする場合のみ折り返しご連絡します
体験レッスンのお申込 （月～金 8:30～18:00）
学芸大学教室小学生に関する緊急連絡 （月～土 14:30～レッスン終了時）
学芸大学教室中学生に関する緊急連絡 （月～土 14:30～レッスン終了時）
学芸大学教室高校生以上に関する緊急連絡 （月～土 14:30～レッスン終了時）
洗足教室に関する緊急連絡
梶ヶ谷教室に関する緊急連絡

（月～土 15:00～レッスン終了時）
（月～土 15:00～レッスン終了時）

その他のお問合せ （月～金 8:30～18:00）

上記時間外は 03-3714-2535 へ Fax、または info@watanabe-academy.com へメール下さい。

Energy Source

（渡邊節子

訳）

You’ll learn more about a road by traveling it

世界中の全ての地図を調べるよりも

than by consulting all the maps in the world.

その道を実際に旅する方がよりよく学ぶことができるのです。

No one is guaranteed happiness.

幸福を保証されている人は誰もいません。

Life just gives each person time and space.

人生は一人一人に時と場所をただ与えているだけです。

It’s up to us to fill it with joy.

それを喜びでいっぱいにするのは、私たちなのです。

2017Summer Program のご報告

English School at Hakuba
今年は参加者全員、フォニックスに重点をおいたカリキュラムで勉強を進めました。音とスペルがつながり、
音を聞くだけでスペルが書けるようになりました。
白馬に滞在する 5 日間は、ネイティブの先生も同行しますし、英語に触れる時間や使う時間が長くなることで、
英語の様々な使い方を身につけることができます。例えば、普段のレッスンでは経験できない生活の場面や、広い
場所でのゲームなど、思い出と一緒に記憶に残る体験となります。
初めてのお泊りとなる小学生から、勉強習慣が身につかない中高生、まとまった勉強時間がとりにくい大人の
方まで、ぜひ、ご参加をお待ちしております。
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Announcement③
2017Summer Program のご報告
Julian Krinsky Summer Program

アメリカ合衆国ペンシルバニア州フィラデルフィア市

JKCP では生きた英語を学び、アメリカの文化に触れることができるのはもちろんですが、それ以上に学び、体
験できるものがあると痛感しました。
一つは多様な文化の人たちと交流ができることです。JKCP に参加する子供達は世界中から来ています。フラン
ス、スペイン、中国、ブラジル、そしてアルバニアなど私たちにはあまり馴染みのない国からも参加していました。
また、スタッフも同様、各国から来ていました。そのような様々な文化の人たちと交流し、多様な価値観に触れる
ことで、子供達の視野を広げることができると思います。日本人からしたら当たり前のことが、外国ではそうでは
ないことがたくさんあります。自分が今まで見ていた世界の見方が他の国の人とはこんなにも違って見えるという
ことに気づけます。これは日本にいるだけではなかなか分かりません。そしてその「めざめ」が、世界のことをも
っと知りたい！色んな国の子達と友達になりたい！という気持ちにつながるのです。そのためには最大のツールで
ある英語を身につけることが今や不可欠となっています。JKCP に参加することで、子供達のモチベーションもき
っと上がるはずです。
そしてもう一つはユニークな授業展開です。JKCP では日本でもなかなか体験できない授業に参加することがで
きます。ファッションデザインや 3D モデリング、ロボットを組み立てるクラスでは子供達の意外な才能を発見す
ることができます。もちろん、経済学や、ビジネス、心理学など学問的な授業も多様です。テニスやゴルフではス
ポーツを通じて交流ができ、友達を増やせるチャンスになります。また、ESL(English as a Second Language)では、
日本人と同様、英語が母国語ではなく、第二言語として学んでいる生徒たちのための授業を行っています。同じ立
場の英語学習者でも、他国との英語のレベルの差が実感でき、モチベーションにも繋がります。
JKCP に参加することは、子供達が多様な文化や価値観を学び、国際的な人間に成長することを助けます。そし
て、英語学習のモチベーションにも繋がります。JKCP に参加する子供達がより国際人としての意識を自覚するこ
とが私たちの大きな目標だと感じました。

鱒渕

優菜（ワタナベアカデミーから JKCP サマースクールへシャペロンとして同行）

今回のツアーを通して、参加されたワタナベアカデミーの生徒さんから感じられたのは、何といっても成長の一
言に尽きると思います。もちろん、親御さんがいない中、英語という環境でうまくいかなかったり、悔しい思い
をした状況もあったでしょう。ですが、逃げ出さずに、向かい続けた結果は、夏前よりも新しい目標や、これで
はいけないという気持ちの切り替えしを生んだように感じました。印象的な出来事では、生徒さんの一人に、ル
ームメイトにお土産を買っていった方がいらっしゃいました。顔も名前も、どんなものが好きかも分からない中
で、これから知り合う、仲良くなりたい子に気持ちを伝える手段として贈り物を用意する、その心遣いに密かに
感動していました。もちろん英語は普段の勉強の積み重ねで力をつけていきますが、今回のツアーはそれを実践
に活かす、
“アウトプット”の作業だったと思います。それは、話そうという意気込みや、相手を知りたい、相
手に自分を知って欲しいという気持ちから初めて形になるのです。せっかく覚えた単語やフレーズも、使わなく
ては宝の持ち腐れです。間違えることで、新しく学び直し、知識を得る。これはワタナベアカデミーで、普段皆
さんが行っている勉強と全く同じで、何も恐れることはないと思います。ぜひ来年も、今までに習得した英語力
をアウトプットする機会を、生徒さん方に活用していただきたいです。

野村

萌里（ワタナベアカデミーから JKCP サマースクールへシャペロンとして同行）
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