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“Winners never quit and quitters never win”
（勝利者は決してやめることはない。あきらめる人は決して勝利を得ることはない！）
-ヴィンス

ロンバルディ-

日本に関してのニュースを読んだり聞いたりして、これから一体どの様な世の中にな
るのか見当もつかず、不安にならない人がいるでしょうか。自然大災害から始まり、これま
で想像も出来なかった一流企業といわれた会社の不正や凋落！一体次には、何が来るのでし
ょうか？
私たち日本人は、「我慢強い国民」と自他共に認めて、それが美徳だと考えられてい
るのですが、現状の様に、世界中がカオス状態になっている時、
「じっと我慢」して、時が過
ぎるのを待っていればいいのでしょうか。
又、今の日本人は本当に我慢強いのだろうかと疑問が湧いて来ます。何か困難な事が
やって来ると、じっと身をかがめて、時が経ち、誰かが何かをやってくれるのを待っている
だけの事ではないかと思います。その間、自分は好きな事をやって嵐が過ぎるのを待ち、大
人しくしているだけではないでしょうか。
例えば、就職にしても、今年上手くいかなかったら、今年は「さしあたって」（何と
多くの人がこの言葉を使うのでしょう！）学校を留年し、
「じっと我慢」して来年に持ち越せ
ば何とかなるだろうという発想です。世界中がこんなに悪いのですから、日本だけが良くな
るはずはないのですが。
本来の「我慢強い日本人」というのは、克己（自分の欲や、したい気持ちを抑える）
心を持ち、やるべき事を遂行する日本人のことを言ったのです。しかし、現状はそれとはほ
ど遠く、学ぶ為に学校に通っているはずの学生でさえも（全員とはいいませんが）、部活、サ
ークル活動、趣味にと駆けずり回り、やるべき勉学は二の次です。このような国に未来はあ
るのだろうかと絶望に陥りそうです。
「二兎を追うものは、一兎をも得ず」ということわざは、誰もが知っています。景気
の良い日本であれば、二兎（勉学と趣味）を追うことができたでしょうが、世界の状況がど
んどん悪くなっている現在、何が最も重要なのかをしっかりと見極め、一兎を必死に追い求
めなければ何も得ることは出来ないのです。今こそ精進し、本来の我慢強い日本人に戻る時
だと信じます。
2016 年 7 月-10 月
7月

9月

10 日(日)…2016 年度第 1 回英検 2 次試験 実施

5 日(月)…レッスン開始

18 日(月)…「海の日」休み

14 日(水)…2016 年度第 2 回英検申し込み締切

19 日(火)～20 日(水)…Summer Schedule 準備の為 休み

19 日(月)…「敬老の日」休み

21 日(木)…Summer Schedule 開始

22 日(木)…「秋分の日」休み

8月

10 月

9 日(火)～16 日(火)…通常ﾚｯｽﾝ及び Summer Schedule 休み

9 日(日)…2016 年度第 2 回英検実施

17 日(水)～21 日(日)…English School at Hakuba（希望者） 10 日(月)…「体育の日」休み
22 日(月)…Summer Schedule 休み
23 日(火)～31 日(水) …Summer Schedule 後期
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Announcement①
レッスン/事務について
5 月～7 月英会話強化月間中！
2016 年度第 1 回英語検定
日時；二次：７月１０日（日）

Alampay, Micah 講 師 、 Christina Lopez 講 師 、 Mariah
Collins 講師を迎え、通常レッスン中に必ず英会話の訓練
を入れ、英会話レッスンを通常よりも強化しております。

教師・講師研修でお休みします
教師および講師研修会の為、次の期間はレッスンをお休みします。
この期間に通常レッスンがある方は、お振替えをお願いします。
期間：6 月 16 日（木）～6 月 20 日（月）

テスト対策の補習について
必ず、この補習を利用して、学校のテストの準備もしっかりとしてください。
学芸大学教室

週
１
回

週
２
回

洗足・梶ヶ谷教室

レ
ッ
ス
ン
の
方

小学生（低学年）

９０分 × ２回 ／ 週

８０分 × ２回 ／ 週

小学生（高学年）

１２０分 × ２回 ／ 週

９５分 × ２回 ／ 週

中学生

１８０分 × ２回 ／ 週

１１０分 × ２回 ／ 週

高校生

２１０分 × ２回 ／ 週

１２０分 × ２回 ／ 週

レ
ッ
ス
ン
の
方

小学生（低学年）

９０分 × ４回 ／ 週

８０分 × ４回 ／ 週

小学生（高学年）

１２０分 × ４回 ／ 週

９５分 × ４回 ／ 週

中学生

１８０分 × ４回 ／ 週

１１０分 × ４回 ／ 週

高校生

２１０分 × ４回 ／ 週

１２０分 × ４回 ／ 週

テスト前２週間以内、上記の１週間での最大時間および回数と限らせて頂きます。
その期間に補習が出来ない場合、それを持ち越すことは出来ません。

テスト対策の補習レッスンの申し込み方
お手元にお渡ししています「テスト補習希望日 FAX Sheet」にご希望の日、時間を書いて
FAX(03-3714-2535)してください。変更して頂きたい時のみ、こちらからご連絡しますので、
連絡がなければ、ご希望の日時にいらしてください。

テスト対策の補習レッスンをより効果的にする為に
★補習レッスンまでに、ノート作りをしっかりとやって下さい（宿題になっているはずです）
★プリントがある場合、それもノート作りに入れて下さい
★やり方がわからない生徒さんは、担当の先生に必ず聞いて下さい
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Announcement②
Summer Readingを皆様各自に7月初めにお送りします。
本以外は、当塾独自に作成していますので、世界中どこにもないものです。

Summer Schedule のお知らせ
7 月 21 日(木)～8 月 31 日(水)
12 月の Winter Schedule、3 月の Spring Schedule に引き続き、7 月 21 日（木）⇒8 月 31 日
（水）の間は通常カリキュラムとは異なる Summer Schedule となります。カリキュラムは先
日お知らせ致しました様に各生徒さんへお送りする Summer Reading の英語の本の暗記と日
本語訳の英語トレーニングです。只テスト準備や TOEFL テスト準備、受験勉強等の生徒さ
んは、各生徒さんに合わせて Summer Schedule 中も進めます。

Summer Schedule 中のみ
ワタナベアカデミーでのレッスンを受講希望の外部生の方

普段は家が遠いから等の理由で通っていらっしゃらない方で Summer Schedule のみ受講希望の
方も外部生として受け付けます。03-3714-1136 までご連絡を！

English School at Hakuba
北アルプスの大自然の中での英語トレーニング合宿
8 月 17 日(水)～8 月 21 日(日)
1 人１人のレベルに合わせたアメリカの教材を使った英語体験学習です。Scavenger Hunt,
CSI Crime Solving Games, ミサンガ作り、劇（小学生）とオピニオン・ライディング（中
学生以上）の英語でのプレゼンテーション、などのアクティビティを通して英語を学びま
す。ワタナベアカデミースタッフが指導します。申込み締切は 6 月 25 日(土)です。
詳しいご案内を同封しています。皆様のご参加お待ちしております。

短期留学のご案内
今年も、盛りだくさんのサマープログラムをご用意いたしております。
ご興味のある方は、お知らせ下さい。詳しく直接ご説明致します。 （ＳＡＰ担当）
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Energy Source
Summer only comes once a year

夏は一年に一度やって来る。

Like your birthday, Christmas, or New Years

あなたの誕生日、クリスマス、新年の様に。

You plan for it, dream about it, wish it would
arrive

あなたは夏の計画し、夢を描き、そして夏が来るの
を待ち望む。
そしてその日がやって来たら、“ボーン！”あなたは気

And when that day comes, “Boom”, you realize,

付く。

That your summer days have all but gone by

あなたの夏の日々がやって来て過ぎ去ったことを！

What to do, what to do, what to do …

何をしよう、何をしよう、何をしよう・・・

Well, there are only a few things you can do.

そう、あなたが出来ることはいくつかあるのだ。

Summer is the only time that allows for ample

夏はあなたに豊かな時を与える唯一の時。
あなたの弱点をあなたの力にするための時。

time

そしてその力をあなたの人生の成功へと導く

To make your weaknesses into your strengths

おくりものにする為の時。

And your strengths into your gift
That will guide you to success during your lifetime.
夏は貴重だ。夏は楽しい。夏はあなたの権利だ。

Summer is precious, summer is fun, and summer

コントロールして、このチャンスを使いなさい。

is your right.

自分自身を再び創る為に。

Take control and use this chance

あなたが出来ると考えるもの以上のものへ。

To reinvent yourself

英語を勉強しなさい。フランス語を勉強しなさい。

Beyond what you think you can.

何であろうと、あなたの心がしたいと思う事を勉強
しなさい。

Study English. Study French. Study what your
heart desires.

何故ならば、いつの日か、あなたは、あなたの勝利
へと導いたこの夏の日々を感謝するからです。

Because someday you will thank
Those summer days

作：渡邊マニエー馨子

That propelled you to your victory.
Kaoruko Magnier-Watanabe
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留学おめでとうございます
廣川 友信（慶應義塾大学）
The University of British Columbia
箕浦 健（慶應義塾大学）
University of Notre Dame
松澤 駿一（慶應義塾大学）
Georgia Tech Language Institute
立石 万結（慶応義塾大学）
University of California
堺 由菜（慶應義塾大学）
University of South Carolina at Chapel Hill
大濱 藍（日本女子大学）
Minnesota English Language Program
(University of Minnesota)
森 裕斗（芝高等学校）
St. Johnsbury Academy
小野 大智（都立広尾高校）
Avon Old Farms School
櫻井

彩良（目黒星美学園中学高等学校）
School of Alberta Ballet
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