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“The first and best victory is to conquer self!” -Plato
最初で最高の勝利は、自分自身に打ち勝つことだ！

－プラトン

桜が咲いたと思ったら、“あっ”という間に散ってしまい、もう 5 月がやって来ます。
ワタナベアカデミーでも例年通り、各生徒さんの「Summer Reading2018」の作成に入りま
した。今年は後述するような本を覚えてもらいます。良い文を書いたり、話したりするには
“美しい良い文章”を覚えなければ、美しい文章を書いたり話したりすることは出来ません。
今年は英検準 2 級合格者以上の生徒さん達には、ノーベル賞受賞の作家 Kazuo Ishiguro さん
の”The Remains of the Day”を覚えてもらおうと準備しています。
とても美しく、覚え易い文章です。CD は勿論、単語帳も作ります。「小説を覚える！」
と言うと“エーッ！”
“ムリーッ！”
“ヤダ―ッ！”という声が聞こえてきそうです。しかし
私の 8 歳の孫娘が書いた次のような詩をお読みください。
『むりー、むりー、むりー、むりー、むりー、むりー、むりー、むりー、むりー！
やだー、やだー、やだー、やだー、やだー、やだー、やだー、やだー、やだー！』
そして、この詩の題名は「あまえる」です。
そうです。こういう反応が聞こえて来たら、大人は「これはあまえているのだなぁ」と
考えれば良いのです。子供たちも知っているのですから。
サーッ 7 月初めにお送りする「Summer Reading2018」楽しみにしていてください！

2018 年 5 月 – 8 月

5月

7月

3 日(木)～5 日(土)…レッスン休み

1 日(日)…2017 年度第 1 回英検二次試験 A 日程実施

7 日(月)…2018 年度第 1 回英検申し込み締切

8 日(日)…2017 年度第 1 回英検二次試験 B 日程実施

19 日(土)…2018 年度第 1 回英検 Jr.申込締切

16 日(月)…「海の日」レッスン休み
20 日(金)～8 月 8 日(水)…Summer Schedule 前期

6月

8月

3 日(日)…2018 年度第 1 回英検

9 日(木)～17 日(金)…レッスン及び Summer Schedule 休み

(学芸大学教室)
17 日(日)…2018 年度第 1 回英検 Jr.実施

18 日(土)～22 日(水) … English School at Hakuba
23 日(木)～31 日(金) …Summer Schedule 後期

(学芸大学教室)
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Announcement①
授業料お支払いについての
お願いと再確認
皆様方には、授業料のお支払いを次の様にお願いしていますが、再確認させて頂きたいと思います。
① 毎月 前月 20 日頃に請求書を発行、送付します。
② 当月 10 日までに現金または振り込みでお支払いください。
③ 10 日に締めて、次月の請求書を作成します。
④ 11 日以降にお支払いの場合、次月の請求書に「未払い」と記入され、過不足欄に金額が入ること
がありますが、過不足分を差し引いてのお支払いをお願いします。
⑤ 尚、3 ヶ月以上滞納なさった場合、当方よりご連絡後、レッスンをお受けいただけない可能性があ
りますので、この件もご了承ください。
株式会社ワタナベアカデミー
代表取締役 渡邊 節子

材料費について
ワタナベアカデミーでは、様々な教材を手作りでやって来ておりますが、最近の物の値
上がりに伴い、これまで全く徴収していませんでした材料費を（教材費ではありません）
今月 4 月の請求からお願いしたいと思います。
学芸大学教室：週 1 回レッスン出席の生徒さんにつき⇒ ￥2,000／月
洗足・梶ヶ谷教室：週 1 回レッスン出席の生徒さんにつき⇒ ￥1,500／月
尚、これまで通り
補習レッスン⇒無料
教材費⇒その都度、実費請求（主に春文法教材、Summer Reading Set）
は変わりません。どうぞご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

2018 年度第 1 回英語検定

2018 年度第 1 回英検 Jr.

日付；６月３日（日）

実施日；６月１７日(日）

場所；５級～２級…ＷＡ学芸大学教室

場所；ワタナベアカデミー学芸大学教室

；準１級・１級…一般会場

時間；10:00～ Bronze

申込締切：５月７日（月）

11:00～ Silver
12:00～ Gold
申込締切：５月１９日（土）
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Announcement②
小学生教室に
お迎えでいらっしゃる方へ
小学生教室のレイアウト変更に伴い、お迎えにいらっしゃる方は以下の点にご留意ください。
 インターホンを鳴らさない様、セコムカードはお迎えにいらっしゃる方がお持ちください
 会話レッスンの妨げとなりますので、扉を開け、スタッフが気づきましたら、外へ出てお待ちください
ご理解、ご協力よろしくお願い致します。

Energy Source
As you begin, believe in your
choice and your direction,
and tell yourself that…
I’m on the way to
I’m on the way to
finding out some answers that I need.
I’m on the way to better things…
like reading out for hopes and dreams,
like getting to know myself,
and finally getting ahead in life.
I’m on the way to becoming
more of the person I am inside;
a person that wants
to learn and grow and experience.
I’m sure it won’t be easy…
I know there will be challenges to meet
and decisions to make,
but I know now, too,
that even the difficult and trying times

あなたが何かを始める時、
あなたの選択と方向を信じなさい。
そして次のようにあなた自身に言いなさい
私は道の途中なのです、と
私は必要とするいくつかの答えを捜し出す
道の途中なのです。
私はもっと良いことへたどり着く道の途中なのです…
例えば、希望や夢に届くような、
例えば、私自身をより良く知るというような、
そして終には人生で一歩先んじるような。
私は内なる自分、
学び、成長し、いろんな経験をしたい
と願っている私を表せるようになる
道の途中なのです。
もちろん、それは容易なことではないでしょう…
挑戦しなければならないチャレンジや
決断しなければならない事があるに違いない、
しかし私は今や次の事も知っているのです。
困難な試練の時でさえも、
実際には私の利益になりうるということを。

can actually be to my benefit.
私がどんな所へ行こうとも、
Wherever I may go, I’ll take with me
私は信念と愛と希望と共に行くのです。
confidence and love and courage,
なぜならば私は道の途中なのです、より輝く日への…
because I’m on the way to a brighter day… そして私はそれを見出す事を知っているのです！
and I know I’m going to find it!
ダグラス リチャーズ
訳：渡邊節子

by Douglas Richards
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Announcement③
Summer Reading 2018
今年は以下の本が Summer Reading2018 です。7 月のはじめに各生徒さんにお送り
しますので、どうぞ楽しみにお待ちください。
レベルの目安

本題

英検Ｊｒ．未受験
／英検Ｊｒ．ブロンズ
／英検Ｊｒ．シルバー

Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?
By Bill Martin Jr / Eric Carle

英検Ｊｒ．ゴールド
/英検 5 級

Arthur’s Reading race
by Marc Brown
Doctor Dolittle’s Magical Cure
by Hugh Lofting
My Fater’s Dragon
by Ruth Stiles Gannett

英検 4 級
英検 3 級
英検準 2 級

The Remains of the Day
by Kazuo Ishiguro

英検 2 級
英検準 1 級/1 級

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 18 日(土)～8 月 22 日(水)
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。締め切りは 6 月 23 日（土）です。

Summer Programs at Watanabe Academy
主催：Watanabe Academy, USA Inc.
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、下記連絡先にお問合せください。詳しく直接ご説明致します。
Watanabe Academy, USA Inc.担当マニエ―渡邊馨子
TEL:03-6892-3223 FAX:03-6892-3233
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