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“Always do your best. What you plant now,
You will harvest later!” ---Og Mandino
（常にあなたの最善を尽くしなさい。あなたが今植えている物を
あなたは後に収穫することになるのです！）

新しい学期が始まり、あっという間に１ヶ月が過ぎ去ろうとしています。ワタナベアカデミ
ーは新しいスタッフが２人参加、５月からはアメリカ人の講師も参加し、皆様のご期待にますますそ
える様、パワフルに新学期を始めました。
世の中の“英語情熱”は毎年すさまじく暴風雨の様に吹き荒れている感がします。私の親戚
にフランス人がいるのですが、あのフランス語に固執していた人たちでさえ“アッ”という間に英語
を習得し始めています。去年のスタッフ研修会にはフランスの経済分析者で、私の義理の息子の母親
が参加して、スピーチをしてくれたのですが、「これから少なくとも１世紀は英語が世界の言葉であ
る」と言っていました。
それでは日本人がこれ程までに英語の勉強をしている様に見えても英語が出来るようになら
ないのは何故でしょう。
それはまず第一に、英語の言葉の数が絶対に足りないのです。文法は非常に難しいところま
で教えるのですが、言葉の数は外の国の人達に相当劣っているのです。
英語を自分のものにする為には、いつも言っている様に、まず身体の中に英語をたくさん入
れるのです。どうやって入れていくのかといいますと「まず暗記」するしかないのです。私達は、日
本語の国に暮らしていますので、自然に英語が身に付くことはありません。貪欲に英語を覚えるしか
方法はないのです。
身体を動かしたり、成長する為に、私達は食物を身体の中に入れます。英語の学び方も同じ
なのです。食物を食べなければ身体も成長しないし、エネルギーも出てきません。食物を口に入れて
いく様に英語も身体にいれていけば英語の身体も出来ていきます。
日本人の英語力は、外のアジアの人々に比べて一世代遅れています。もっともっと貪欲に「英
語」を食べて行きましょう！
今年は夏休みのサマー集中レッスンのやり方や、７月後半―８月いっぱいのレッスンのやり
方を変えます。詳しくは後日お知らせいたします。６月には英検がやってきます。失敗を恐れずに
受験して下さい。必ず良かったと思う時がやってきます。
2014 年 4 月―7 月

4月
29 日（火）…昭和の日 休み

6月
9 日(日)…２０１４年度第 1 回 英検 1 次試験 実施
16日(月)～21日(土) …２０１４年度第１回 児童英検 実施

5月
3 日（土）⇒6 日（火）ゴールデンウィーク休み
7月
14日(水 ) …２０１４年度第１回英検申込み 締切
7日(日)…２０１４年度第1回 英検2次試験 実施
1７日(土)…夏期アメリカ短期留学申込み締切
21日（月）…海の日 レッスンあり・
28日(水)…２０１４年度第１回児童英検申込み 締切
夏休み前のレギュラーレッスン最終日
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Announcements
新講師紹介
坂口いずみ
 西南学院大学人間科学部児童教育学科
 大学 4 年時に１年間アメリカ合衆国（Green River Community College)へ留学。
メッセージ：勉強は容易いものではありません。しかし、どれだけ時間がかかっても、小さな日々の積み重ねがあ
れば、どんな壁でも乗り越えられると思っています。 一緒に頑張っていきましょう。

山口若菜
 西南学院大学国際文化学部国際文化学科
 大学 4 年時に１年間アメリカ合衆国（Queens University of Charlotte, University of Marry Washington)の語学
学校を卒業後、ニューヨークでインターンシップを経験。
メッセージ：勉強する上で無駄なことは何一つありません。どんなに些細なことであっても、何らかの形で成果が現
れるはずです。みなさんの将来に繋がる成果を生み出すためにサポートしていきます。

７月⇒８月のレッスンスケジュール

A.
☺
B.
☺

ワタナベアカデミー全体
７月２１日（月）まで⇒Regular Lesson を通常通りに行います。
洗足教室
７月２２日⇒８月２２日： Regular Lesson 休み。

洗足教室は閉まっていますが、学芸大学教室はオープンしています。

☺ ８月２３日⇒８月２６日：夏期集中レッスン（前）
☺ ８月２８日⇒８月３１日：夏期集中レッスン（後）
詳しくは５月２０日発送のお便りでお知らせいたします。
C. 学芸大学教室
☺ ７月２２日⇒８月３１日：サマースケジュールでレッスンを行います。
月～土曜日 １０：００～１８：３０オープン

☺ ８月１０日⇒８月１５日：旧のお盆休み
☺ ８月１７日⇒８月２１日：白馬英語キャンプ開催の為、教室でのレッスンはお休み
詳しくは５月２０日発送のお便りでお知らせいたします。
D. ９月０３日から Regular Lesson 開始
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Congratulations!
海外留学決定者です。おめでとう！







小幡晋也君
高口雄太君
増岡侑祏君
大橋陸君
鈴木莉渚さん
宮下繁虎君

（慶応義塾大学３年生）University of Wisconsin-Madison（慶応義塾大学３年生）Purdue University
（慶応義塾大学３年生）University of California Santa Barbara
（和光高等学校２年生）An High School in the state of Texas, USA
（青山学院）
Bronte College of Canada
（東京学芸大学附属中学校） New Zealand

英語検定改定のお知らせ
日本英語検定協会より英語検定料の改定の通知が来ています。ご注意ください。
本会場受験

準会場受験

1級

8,400 円

1級

―

準1級

6,900 円

準1級

―

2級

5,000 円

2級

4,600 円

準2級

4,500 円

準2級

4,100 円

3級

3,200 円

3級

2,800 円

4級

2,100 円

4級

1,600 円

5級

2,000 円

5級

1,500 円

各教室のレッスン時間が長くなっています

ワタナベアカデミーは、先の消費税値上げの際、上げませんでしたが、今回は上げ
るようにとのことで、先日お知らせ致しました授業料とさせて頂きました。伹、私
共としては、レッスン時間を長く致しましたので、各生徒のご帰宅時間が少し遅く
なります。１回のレッスン時間が長いという方は、申し出下さい。２回に分けてレ
ッスンを致します。よろしくお願い致します。
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ご注意！
各申込み締切日

① ２０１４年度第１回英語検定試験申込み締切

５月１４日（水）
② ２０１４年度第１回児童英検申込み締切

５月２８日（水）
③ ジュリアン・クリンスキーSummer Camp の申込み締切

５月１７日（土）
④ ジュリアン・クリンスキーSummer Camp＆WA USA Tour 申込み締切

５月１７日（土）
⑤ 白馬英語サマーキャンプ申込み締切

６月２８日（土）

Movie Time Schedule

これまでは 5:00～5:30 に“Movie Time”として上映していましたが、4 月 28 日か
らは”9:00～9:30“にも上映することになりました。5:00 の上映時間に間に合わ
ない人は、9:00 からご覧下さい。”Listening”の力が驚くほど付きます。

Frozen

１回目

４月７日―２６日

（アナと雪の女王）

２回目

４月２８日―５月１７日

Cloudy with A Chance of
Meatballs 2

５月１９日―６月７日

（くもりときどきミートボール 2
フード・アニマル誕生の秘密）

Free Birds

６月９日―２８日

（日本では 2014 年 9 月 28 日公開予定）

“Frozen”は大変人気なので、３週間延長します。
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振替レッスンのお願い！

お振り替えは翌月までにお願い致します。
例えば、11 月 20 日のレッスンの振り替えは 12 月 27 日までとなります。
お振り替えは翌月までにお願い致します。
例えば、11 月 20 日のレッスンの振り替えは 12 月 27 日までとなります。

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、
各生徒さんにはノート作りの仕方を教えたりと、
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！
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。

入塾生を募集致します！
ワタナベアカデミー学芸大学、ワタナベアカデミー洗足
お知り合いの方で、英語の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。
渡邊節子
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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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