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“More people are ruined by victory than by defeat”
（より多くの人々が敗北よりも、勝利によって駄目になる！）
-Eleanor Roosevelt「留学したい」という希望を頻繁に聞きますが、今月はこの留学についてのお話です。
留学することは、基本的に非常に良いことだと思います。なぜなら「若いうちの苦労は、買
ってでもせよ！」ということわざのとおり、留学するということは、苦労を買うことなので
すから。
大変な事は嫌で、その日その日を気軽に人生を送り、寝たい時に眠り、遊びや趣味を
優先にし、気が向いた時に勉強するという人は、留学には不向きです。留学するということ
は、外国に住み、勉強することなので、自分の国で勉強することが嫌いな人が、外国へ行っ
たからといって、急に変われるものではありません。勉強するのは嫌だけど、
「文化の違いを
肌で感じるために」とか「外国へ行けば、その言葉が上手くなる」と信じて留学し、どれ程
多くの人が失敗したことでしょう。留学するということは、決して「夢」のような生活が待
っているわけではありません。
日本を出ると、まずは言葉、文化の違いの大きな壁にぶつかります。この壁を打ち砕
いて、その中に入らなければならないのですが、これを打ち砕くために持っている道具が、
力強く、大きいブルドーザーの様でないと、小さなトンカチでコツコツやっても、とても打
ち砕けるものではありません。
留学を本気で成功させたいと思うのであれば、留学を志したその時点から、自分の持
っていく道具をブルドーザーのような力強いものにすることです。
その為にも、まずは「自分の学ぶ言葉の勉強」は勿論、はっきりとした留学の目的を
定めることです。日本の文化や歴史、世界の歴史、世界の経済の動き等、ありとあらゆる知
識を貪欲に頭の中に入れ、覚えても役に立たないなどといった浅い考えで学ぶものに制限を
つけないことです。
閉塞感漂う日本を出て、留学してみたいと少しでも思う人は、今日の自分に与えられ
ている 24 時間の使い方や、優先順位を見直し、留学に持っていく道具をブルドーザーの様
なものにする為に、準備を今すぐ始めるべきです。
2016 年 6 月-8 月
6月

8月

12 日(日)…2016 年度第 1 回英検実施

9 日(火)～16 日(火)

16 日(木)～20 日(月)…レッスン休み（教師・講師研修）
21 日(火)～26 日(日)…2016 年度第 1 回英検 Jr 実施

…レッスン及び Summer Schedule 休み
17 日(水)～21 日(日)
…English School at Hakuba（今月号に同封）

7月
10 日(日)…2016 年度第 1 回英検 2 次試験 実施
18 日(月)…「海の日」休み

22 日(月)…Summer Schedule 休み
23 日(火)～31 日(水) …Summer Schedule 後期

19 日(火)～20 日(水)…Summer Schedule 準備の為 休み 9 月
5 日(月)…レッスン開始
21 日(木)…Summer Schedule 開始
19 日(月)…「敬老の日」休み
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Announcement①
レッスン/事務について
2016 年度第 1 回英語検定
日時；一次６月１２日（日）二次：７月１０日（日）
2016 年度第 1 回英検 Jr.
日時；６月２１日（火）～６月２６日（日）
申し込み締切；５月２７日（金）
☆申し込み用紙は各教室に置いてあります。

5 月～7 月英会話強化月間
5 月 23 日（月）から 7 月末まで、現在の Alampay, Micah 講師の英会話レッスンに加えて、二人の講師
を迎え、英会話レッスンを通常よりも強化してまいります。二人とも、西南学院大学（福岡市）に留学中
で、大学の留学科の推薦を経て、本塾に来てもらいます。
Christina Lopez さん
Mariah Collins さん

（アメリカ出身）
（アメリカ出身）

領収書の送付について
領収書の発行を希望される方には、次の月の請求書と一緒に発送しております。

新入生を募集します！
ワタナベアカデミー学芸大学教室、洗足教室、梶ヶ谷教室
お知り合いの方で、英語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。
渡辺節子
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Announcement②
テスト対策の補習について
各学校、中間試験が近づいています。当塾では、2 週間前から補習を行っていますので、
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下さい。
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 × １回 ／ 週

小学生（高学年）

１２０分 × ２回 ／ 週

９５分 × １回 ／ 週

中学生

１８０分 × ２回 ／ 週

１１０分 × １回 ／ 週

高校生

２１０分 × ２回 ／ 週

１２０分 × １回 ／ 週

レ
ッ
ス
ン
の
方

小学生（低学年）

９０分 × ４回 ／ 週

８０分 × ２回 ／ 週

小学生（高学年）

１２０分 × ４回 ／ 週

９５分 × ２回 ／ 週

中学生

１８０分 × ４回 ／ 週

１１０分 × ２回 ／ 週

高校生

２１０分 × ４回 ／ 週

１２０分 × ２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

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）
3

Watanabe Academy June, 2016

Announcement③
Summer scheduleについて
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！

Summer Schedule 前期と後期
（この間は、日曜・祭日もレッスンします）

前期

7 月 21 日（木）～8 月 8 日（月）19 日間 11：00～18：35
学芸大学教室⇒ご希望の日時をお申込みください
洗足教室⇒お休み ※ご希望の方は学芸大学教室で振替も可能です。
梶ヶ谷教室⇒水曜日・土曜日のみ実施。11：00～18：35
＝＝＝＝＝＝ 8 月 9 日（火）～8 月 22 日（月）全ての教室でお休み＝＝＝＝＝＝
後期⇒8 月 23 日（火）～8 月 3１日（水）9 日間 11：00～18：35
学芸大学教室⇒ご希望の日時をお申込みください
洗足教室⇒ご希望の日時をお申込みください
梶ヶ谷教室⇒水曜日・土曜日のみ実施。11：00～18：35
詳しくは”Summer Schedule ご案内”をご覧下さい。
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Announcement④
Summer Reading 2016
レベルの目安

本題

Big Egg
by Molly Coxe
Spot goes to school
by Eric Hill

英検Ｊｒ．ブロンズ
英検Ｊｒ．シルバー

DANNY and the DINOSAUR
by Syd Hoff

英検Ｊｒ．ゴールド
/英検 5 級
英検 4 級
英検 3 級
英検準 2 級～2 級
英検 2 級
英検準 1 級/1 級

MOUSE TALES
by Arnold Lobel
Dinosaurs Before Dark
by Mary Pope Osborne
The Little Prince
by Antoine de Saint-Exupéry
tuesdays with Morrie
by Mitch Albom
FREAKONOMICS
by Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner

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
Reaching our goals

目標達成の法則

If we ask people about their goals in life,
we may get quick and precise responses
-to find a certain kind of employment,
to start a business,
to learn to play an instrument,
to retire early.
But many of those same people
may have no idea

もし、人々にあなたの人生の目標は何かと問えば
素早く、そして詳しい答えをくれるかもしれません。
―ある種の職業を見つけること、
起業すること、
ある楽器を弾けるようになること、
早く退職することなど。
しかしその同じ人々の多くは、
自分たちの目標をどのように成し遂げるかについて

how they will accomplish their goals.

何の考えも持っていないようです。

Having goals is important.
Without goals,
we don’t where we’re headed.
But having a goal is easy;
Planning to achieve it is the hard part.
What’s the first step?
How long will it take to reach the goal?
What kinds of effort

目標を持つことは重要です。
目標がなければ、
私達はどこに向かっているのかが、分かりません。
しかし目標を持つことは簡単ですが、
それを成就するための計画をすることは困難なのです。
最初の一歩は何？
目標に届くのにどれ程の時間がかかるのか？
私達は、どんな努力をする

will we need to make?
How likely is success?
Who can help?

必要があるのか？
成功の可能性はどれくらいのなのか？
誰が助けてくれるのか？

I’ll choose one of my goals and lay out a
plan to accomplish it, step by step.

私は自分の目標の 1 つを選び、
それを成し遂げるための計画を立てます。
一歩、そしてもう一歩。
リンダ・ピッコーネ
訳：渡邊節子

Linda Picone
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