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Never confuse a single defeat with a final defeat!
F. Scott Fitzgerald
たった一度の敗北を最終的な敗北と取り違えるな！
エフ・スコット・フィッツジェラルド
読書の秋です。世の中が騒々しく、あちこち災害のニュースがあふれ、不安な世の中ですが、
こういう時こそ、落ち着いて本を読みいろいろな知識を得る時だと思います。本を読むことは、
時を超え、場所を超え、人種や言葉を超えて 自分独りでは知ることの出来ない事を知ることが
出来るチャンスなのです。読書することにこそ、宝物があると思います。宝くじを買うよりも ず
っと確率の高い宝さがしです。
秋には「体育の日」がある様に、
「読書の日」も必要だと思います。運動で「体力」を鍛える
ことばっかりに熱中するのではなく、読書で「脳力」を鍛えるべきではないでしょうか。楽へ楽
へと流れる世の中。ここらで少し立ち止まり、しっかりと足を地につけ、踏ん張る時でしょう。
人間どこかで踏ん張って頑張らないと、しっぺ返しが必ず来る様です。
毎日のインターネットやテレビに費やす時間を 30 分短くして、本を読んではいかがでしょう。
インターネットやテレビや漫画からだけでは得られない知的な楽しい世界が広がりますよ。

2018 年度第 2 回英語検定
日付；１０月７日（日）
場所；５級～２級…ＷＡ学芸大学教室

TOEIC Bridge

2018 年度第 2 回英検 Jr.

実施日；１１月４日(日）

実施日；１１月４日(日）

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；14:00～ TOEIC Bridge

時間；10:00～ Bronze
11:00～ Silver

申込締切；11 月 2 日 (金)

12:00～ Gold

★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。

申込締切：9 月 30 日(土)
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Schedule 2018.10~12

★1

で囲まれた日のレッスンはお休みです。通常レ
ッスンのある生徒さんは、振替をお願いします

★2
★3

Winter Schedule

★1…10 月 7 日（日）2018 年度第 2 回英検実施(学芸大学教室)
★2…11 月 4 日（日）2018 年度第 2 回英検二次試験 A 日程実施／2018 年度第 2 回英検 Jr.実施／TOEIC Bridge 実施
★3…11 月 11 日（日）2018 年度第 2 回英検二次試験 B 日程実施
12 月 8 日（土）～21 日（金）…Winter Schedule（10 月に詳細を送付します）

News from classroom
【学芸大学

小学生教室】

英検が近づいてきました。多くの生徒さんには単語を宿題で出しており

ますが、1 日 5 個ずつ 1 週間でしっかり覚えるよりも、35 個をしっかりでなくて良いので毎日、声に出
して見るようにして下さい。
“人間は反復して覚えていきます。
“

【学芸大学

中学生教室】

①補習、振替のご予約はお早めにお願いします。また、ご予約の際はウェブサイトのご利用をお願い致し
ます。
②現在、水曜日は通常レッスンの生徒さんで席が埋まっています。補習、振替の際は、水曜日以外の曜日
でお願い致します。

【学芸大学

大教室】

①10 月 7 日(日)に英検があります。補習にいらしてください。
②補習やふりかえの予約は予約サイトからお願いします。

【洗足教室】
①10 月は中間テストがあります。テストの日程、範囲をレッスンで聞くので必ず把握していてください。
またテスト二週間前から必ず対策に来てください。
②英検 Jr.が 11 月 4 日(日)にあります。受験される方は必ず補習に来てください。こちらからも、連絡
します。
③洗足教室では、会話のレッスンを毎回必ず入れます。

【梶ヶ谷教室】 毎週木曜日に塾長の渡邊節子先生が 17 時頃より来ます。大学受験や英検 1 級、準 1 級
対策の方は、ぜひ木曜日も来てください。

2

Watanabe Academy October, 2018

Announcement
新英会話講師のご紹介
9 月から、新しい講師を 4 人加え、12 人体制で全ての教室で英会話レッスンをしています。
全講師、大学院への留学生で、英語を母国語とする非常に優秀な方々です。
Maria Emma Villamia(エマ)先生
東京工業大学大学院博士課程在学（フィリピン大学卒）
Mevia Mariano Gregorio (ディエゴ)先生 東京大学大学院修士課程修了（フィリピン大学卒）
Nikki Portes Pormento(ニッキー)先生 明治大学 博士課程 在学（フィリピン大学卒）
Rodel Jonathan VilorⅡ(ロン)先生
東京大学大学院 研究生（フィリピン大学卒）
毎回のレッスンカリキュラムに全員必ず英会話レッスンを入れていますので、
受け身のレッスンではなく、次は“何をきこう”と考えて会話レッスンを受けて下さい。
必ず上達してゆきます。

通常レッスンサイト開設！（学芸大学教室のみ）
9 月 1 日より、通常レッスンの振替をホームページから入力できるシステムを学芸大学
教室の生徒さんを対象に運用しています。季節のレッスンと同じ ID とパスワードを入力
して、使用して下さい。
予め、通常レッスンの予定は登録されております。変更する場合のみ、入力してください。
テスト対策の補習もホームページから入力できるようになります。
テスト前

テスト開始日を各担当までお伝えください。各担当が入力します。

テスト３０日前

補習の予定を入力できるようになります。

テスト１４日前

補習を受けることが出来ます。

今までどおり補習希望日の用紙でも申し込めます。
詳細は「通常レッスン予約サイトの使い方」をご覧ください。

テスト対策について

皆さん必ず
利用してください！

テストの補習は２週間前より無料で受けられます。お申し込みは「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。
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Energy Source
Positive Thinkers Have
Twelve Qualities in Common

ポジティブに考える人に共通する
１２の資質（性格）

They have confidence in themselves

・自分に確信を持っている

They have a very strong sense of purpose

・とても強い目的意識を持っている

They never have excuses for not doing
something

・やらなかったことに対して、決して、言い訳を言わな

They always try their hardest for perfection

・完全に向けて常に最大の努力をする

They never consider the idea of failing

・失敗することを決して考慮に入れない

They work extremely hard toward their goals

・自分のゴールに向かって最高の努力をする

They know who they are

・自分が何であるのかを知っている

い

They understand their weakness as well as their ・自分の強みを知ると同時に弱点も知っている
strong points
They can accept and benefit what they are
doing

・批判をすなおに受け取り、その恩恵にさずかる

They are creative

・創造的である

They are not afraid to be a little different in
finding innovative solutions that will enable
them to achieve their dreams

・自分の夢をかなえるための革新的な解決策を

-Susan Polis Schuts

見出す時他人と変わっているとしても
その変わっていることを恐れはしない
-スーザン ポリス シュッツ
訳 渡邊 節子
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