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“It’s easy enough to be a starter, but are you a sticker ,too?
It’s easy enough to begin a job. It’s harder to see it through!”
-Margaret Thatcher-

「始めることは簡単だ、しかし、あなたは辛抱強くやる人なのか？
仕事を始めるのは簡単だ。その仕事をやり通すことが、ずっとずっと難しいのだ！」
-マーガレット・サッチャー

外の日差しの中に春の暖かさが感じられる様になり、何か新しいことが始まりそうで、心も浮き浮
きとして、夢も膨らんできます。
その夢を実現出来るのは、その夢を見ている人だけなのです。その夢を思っただけでは誰も実現し
てくれません。私たちは、インターネットで世界中の事が瞬時に知ることが出来たり、お手軽に情報
が得られる世界に暮らしているので、テレビのチャンネルを切り替えれば、お笑い番組から悲惨な戦
争の場面に切り替わる様に、自分の頭のチャンネルを切り替えれば、自分の夢もすぐに目の前に現れ
るのではないかと錯覚してしまいます。
ところが、戦争の映像をテレビで流す為には、誰かが命をかけてその現場へ行っているという現実が
ある様に、自分の夢を実現している人は、それに向かって辛抱強くやる人のみが、成功しているので
す。
皆さんの夢を実現する為に、今日という日を大切にして、一歩一歩行きましょう。

2013 年 3-8 月
3月
22日(金)～24日(日)…単語特訓 ワタナベアカデミー学芸大学
25日(月)～26日(火)…単語特訓 ワタナベアカデミー洗足
27(水)～4月2日…春休み(事務所もお休みです)
4月
1日(月) …新入社員 入社式
3日(水)…レッスン開始 (洗足教室 新カリキュラム開始)
21日(日) …ワタナベアカデミーサマープログラム説明会
29(月)…昭和の日 休み

6月
9日(日)…第1回 英検1次試験 実施
17日(月)～23日(土) …第１回 児童英検 実施
29(土)…白馬英語サマーキャンプ 参加申込締切
7月
7日(日)…第1回 英検2次試験 実施
15日(月) …海の日 レッスン有り
※22 日(月)以降のスケジュールは、来月の５月号で詳しくお知らせ
します！

★Summer Program★

①Julian Krinsky Summer Camp
7/21-8/11
②Watanabe Academy USA Tour 7/24-8/8
③白馬英語サマーキャンプ
8/17-8/21
★夏期集中レッスン★
学芸大学 (前)8/23-8/26 (後)8/28-8/31
洗足
(前)8/23-8/26 (後)8/28-8/31

5月
3日(金)～6日(月)…ゴールデンウィーク 休み
14日(火 ) …第１回 英検申込み 締切
18日(土)…夏期アメリカ短期留学申込み締切
20日(月) …英会話レッスン開始
29日(水)…第１回児童英検申込み 締切
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大学合格者

岩井美樹さん

(聖心女子学院高等科

卒)

聖心女子大学

文学部

上田美緒さん (聖心女子学院高等科

卒)

東京藝術大学

デザイン科

緒方寿樹くん

(慶應義塾高等学校

卒)

慶應義塾大学

商学部

岡田慶弘くん

(慶應義塾高等学校

卒)

慶應義塾大学

法政学部

岡野桃子さん

(早稲田実業高等部

卒)

早稲田大学

加藤花菜さん

(聖心女子大学文学部

川井郁生くん

(慶應義塾高等学校

卒)

慶應義塾大学

経済学部

岸上知志くん

(慶應義塾高等学校

卒)

慶應義塾大学

理工学部

後藤祐亮くん

(慶應義塾高等学校

卒)

慶應義塾大学

経済学部

熊谷瞳さん

(聖ヨゼフ学園高等学校

卒)

明治学院大学

文学部

酒井順くん

(慶應義塾高等学校

卒)

慶應義塾大学

医学部

鈴木貴文くん

(慶應義塾高等学校

卒)

慶應義塾大学

経済学部

関田真弓さん

(早稲田大学

立原康平くん

(慶應義塾高等学校

卒)

慶應義塾大学

経済学部

坪沼憲明くん

(桐朋高等学校

卒)

上智大学

経済学部

中川将くん

(慶應義塾大学

卒)

慶應義塾大学

総合政策学部

廣瀬將人くん

在学)

University of California, Davis, USA に交換留学

在学)

(慶應義塾大学

国際教養学部

英文学科

University of Warwick, UK に交換留学

在学)

Queen’s University, Canada に交換留学

古川宏幸くん (慶應義塾高等学校

卒)

慶應義塾大学

医学部

星勇気くん

(慶應義塾高等学校

卒)

慶應義塾大学

医学部

増田拡くん

(慶應義塾高等学校

卒)

慶應義塾大学

経済学部

吉原雄斗くん

(慶應義塾高等学校

卒)

慶應義塾大学

総合政策学部

高校合格者
石川美玖さん (東京学芸大学附属世田谷中学校
鍋田慈音さん (目黒区立第十一中学校
※順番はあいうえお順です。

卒) 東京学芸大学附属高校
卒) 都立世田谷総合高校

※本人の承諾を得ている人のみ記載しています。

合格おめでとうございます！
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Announcements
A. 英語力強化の

C. 会話とディベート講師

サマープログラム説明会

５月～６月 エレナ・コロム講師

７月下旬～８月下旬にかけまして、皆様に

（アメリカ出身）

様々なサマープログラムを今年も用意いた

８月から ケリー・ブロックルハースト講師

しました。

(昨年の英語会話講師・イギリス出身)

各プログラムのご案内は、先月にお送り致
しておりますので、是非ともご参加を考えく
ださい。全てワタナベアカデミーが企画・実

D. 洗足教室の休憩時間

施しているものです。

2013 年４月より、洗足教室におきまして、

第１回説明会：４月２１日（日）

15 分間の休憩を入れさせて頂きます。

時間：13:00～15:00

時間：19:00～19:15
※この時間帯がレッスン時間に入る人は終了時
間が１５分延長になりますので、ご了承下さい。

B.入塾生を募集しています！
E. 春の単語特訓について

ワタナベアカデミー学芸大学
ワタナベアカデミー洗足

３月は、レギュラーレッスンは、１日から
致しますので
お知り合いの方で、英語を勉強なさりたい方

21 日までの３週間です。
残りの３月の１回分を学芸大学は単語特訓

や留学希望の方がいらっしゃいましたら、
第１回説明会：４月２１日(日)
是非ご紹介の程、よろしくお願い致します。

で３回、洗足は、単語特訓で２回にさせて頂い
ています。３月 22 日(金)・23 日(土)のレギュ

渡邊節子

ラーレッスンの振り替えはございません。ご理
解の上、ご了承下さい。

４月からのワタナベアカデミー学芸大学小学部及び、
ワタナベアカデミー洗足の担当の先生に関して
廣瀬（渡邊）貴子先生の産休に伴い、ワタナベアカデミー洗足とワタナベアカデミー学芸大学小学部の
担当が代わります。廣田千寿先生・池辺愛先生・杉田尚子先生・中村和美講師と共に、マニエー渡邊馨
子先生が全般に渡って担当します。塾長の渡邊節子先生は、これまで通り、毎日 13:30 のスタッフミー
ティングで、全ての生徒さんに対しての報告を受けて指導していきます。

教室
洗足
学大 小学生

月
マニエ渡辺・
廣田
池辺・杉田

火
廣田
池辺・杉田

水
マニエ渡辺・
廣田
中村・杉田
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木

金
マニエ渡辺・

廣田

廣田

池辺・杉田

中村・杉田

土
池辺
中村・福本
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Energy source
Don’t Be Afraid to Fall

失敗を恐れるな

You’ve failed many times,

君はこれまでに 何度も失敗した。
きっと覚えてはいないだろうが。

although you may not remember.
You fell down

初めて歩こうとしたあの時、
転んでしまった。

the first time you tried to walk.
You almost drowned

初めて泳ごうとしたあの時、
君は溺れそうになった、
そうじゃなかったかい？

the first time

You tried to swim, didn’t you?
Did you hit the ball

初めてバットを振った時
バットはボールにあたったかい？

the first time you swung a bat?
Heavy hitters, the ones who hit

強打者たち、ホームランを一番よく打つ
ヒッターは、よく三振もするものだ。

the most homeruns, also strike out a lot.
R.H. Macy failed seven times

R.H.メーシーは７回も失敗した後で、
ようやくニューヨークの店を成功させた。

before his store in New York caught on.
English novelist John Creasey got 753
rejection slips before he published 564 books.

英国の小説家ジョン・クリーゼーは
５６４冊の本を出版する前に
７５３通の断り状を受け取った。

Babe Ruth struck out 1330 times,
but he also hit 714 home runs.

ベーブ・ルースは、１３３０回三振した、
だが、７１４本のホームランも
かっとばしている。

Don’t worry about failure.
Worry about the chances you miss
when you don’t even try.

失敗を恐れちゃいけない。
トライもしないで逃がすチャンスこそ
怖れた方がいい。
―マーシャ

-Marsha Reid
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渡邊節子
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