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If you wish to reach the highest,
begin at the lowest. - Syrus
もしあなたが最も高いレベルに到達したいのなら、
最も低い基礎のレベルから始めなさい。
私は、よく次の様なことを聞かれます：「あの英語の教材で宣伝しているように、聞いているだけで、
本当に英語は身に付くのですか」と。そして私は「何もやらないよりは、多少は、耳も鍛えられ、いいのかも
しれませんが、それ以上の事を身につける為には、やはり勉強しなければいけないと思いますよ」といつも答
えます。
「英語ができない日本人」と言われて久しく、辺りを見渡してみると、色々な教育方針のもと、様々
な教室や教材が五万とあることに気付きます。どれもある程度の期間、真剣に取り組む事ができれば、ある程
度の結果はついてくるのかもしれません。しかし私が大切だと思うのはその先にある、どのような英語を身に
つけたいのかという事だと思います。日常会話で困らない程度の英語を身につけるのか、学校の成績がとれる
ような英語を身につけたいのか、TOEFL でしっかりと点がとれるような英語力を強化したいのか．．
．ここも五
万と理由があって当然だと思います。
ワタナベアカデミーでは、教養ある英語が身につけられるよう３０年以上に渡って様々な教材を取り
揃え、英語教育に磨きをかけて来ています。これからもワタナベアカデミーのカリキュラムに真剣に取り組ん
でもらえれば、日本が誇れる人材としての英語力がつくと信じています。目の前に与えられている単語や文の
暗記、英語の課題の先には、教養と品格ある英語が出来る皆様があるよう指導してまいります。

廣瀬貴子（旧姓：渡邊）

2014 年 1 月―4 月
4月

1月
26日(日) …2013年度第3回英検1次試験

3 日（木）…レッスン開始
29 日（火）…昭和の日 休み
5月

2月

3 日（土）⇒6 日（火）ゴールデンウィーク休み

11 日(火) …建国記念日 休み
23 日(日) …2013 年度第 3 回英検 2 次試験

3月
3日(月)～8日(土) …TOEIC/TOEIC Bridge試験
15日（土）⇒24日（月）…文法特訓特別スケジュール
*詳しくは2月10日頃に生徒さんにお送りします。
21日(金) …レッスン休みm
3月25日(火)⇒4月2日(水)…春休み
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Announcement
New!
Conversation Training with Kelly

 1 月から英会話のトレーニングを始めています。Kelly 先生は一昨年の夏、日本での
留学を終えて、5 月から 7 月の間、アカデミーで英会話のトレーニングを担当して
もらいました。イギリスの大学卒業の為、一旦帰国後、今回はしばらく日本に滞在
し、アカデミー生の会話力を強化します。
 月～土曜日：15:00⇒21:00
 毎月：第１週⇒学芸大学教室（幼稚園、小学生、中学 1,2 年生）
第 2 週⇒学芸大学教室（中学 3 年生、高校生、大学生、成人）
第 3 週⇒洗足教室
第 4 週⇒Make Up Class（その月に英会話トレーニングを受けられなかった
生徒、SAP(Study Abroad Program)の生徒

重要！

文法力強化の春期特別レッスン
（3 月 15 日～24 日）

詳しいスケジュールは 2 月 10 日に各生徒さん宛にお送りします。ご希望の日時を
選んで頂き、必ず 2 月 28 日（金）までに郵送・手渡し・fax のいずれかでご返事
をお願いします。

領収書発行
英検、TOEIC、TOEIC Bridge 受験料のお支払に関しては、領収書を発行致しませんので、
ご了承ください。ただし、お月謝を現金でお支払の方は、これまで通り領収書を発行します。
もし、銀行振り込みの方で、領収書発行ご希望の方は、時間はかかりますが、
発行しますので、ご連絡お願いします。
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ご注意！
お月謝振込には、生徒さんの名前でお願いします

お支払記録のミスを避ける為に、
授業料のお振込みは、生徒さんの名前でお願いします。

振替レッスンのお願い！

お振り替えは翌月までにお願い致します。
例えば、11 月 20 日のレッスンの振り替えは 12 月 27 日までとなります。

テスト対策の補習！
各テスト受験の補習は、2 週間前からです。補習をご希望の生徒さんは事前に、
ご連絡を FAX でお願いいたします。FAX 番号は 03-3714-2535 です。

冬期・春期アメリカ語学留学
(高校 3 年以上が対象です！)
koukou

１月から３月の間、アメリカの語学学校留学をご希望の方は、お知らせ下さい。
詳しいお知らせは直接ご説明致します。 （ＳＡＰ担当）
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ご注意！
休塾・退塾お届け

休塾・退塾の場合、書面での届出となっていますので、再確認します。
休・退塾ご希望の前月の 20 日までに書類でお届け下さい。
間違いを避ける為、口答でのお申し出やお子様を通しての口答でのお申し出は、
受け付けてはおりません。

英検・児童英検
TOEIC/TOEIC Bridge の受験に関して。

・各テストの受験可能期間及び、実施会場は次の様になっています。
TOEIC/TOEIC Bridge⇒ワタナベアカデミー各教室
英検⇒指定された受験日の受験時間のみ
⇒実施する 1 週間の日時で受験出来ます。
5 級～2 級⇒ワタナベアカデミー・学芸大学教室
準 1 級～1 級⇒英検協会指定の場所（公開会場）
TOEFL iBT
⇒受験する本人が internet で本会場に
児童英検⇒ワタナベアカデミー各教室
実施は 1 週間の内で、生徒さんの少ない曜日時間
帯を指定させて頂きます。
よろしくお願いします。

申し込みます。
ワタナベアカデミーでの受験は出来ません。

★どうか、お間違いない様にお願いします。

Next⇒2014 年英語検定

Next⇒TOEIC/TOEIC Bridge 実施

日時；1 月 27 日（日）英検 1 次
場所 : 学芸大学と公開会場

日時；2014 年 3 月 3 日（月）～3 月 8 日（土）

締切：12 月 20 日（金）

場所；学芸大学・洗足教室
申込み締切；2014 年 3 月 1 日（土）

児童英検

★英検２級合格以上の生徒さん
→ TOEIC

日時；2 月 3 日(月)→2 月８日(土)

★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

場所；学芸大学・洗足教室
締切：2014 年 1 月 8 日（水）

Bridge を受験して下さい。
☆申し込み用紙は 12 月に各教室にあります。
☆申し込み用紙は 2 月に各教室に置きます。
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学校・英検・児童英検・TOEIC・TOEFL
テスト対策

各生徒さんの学校・英検・児童英検・TOEIC・TOEFL のテスト対策は、
遅くとも 2 週間前から計画表を作り準備をしています。
テストの期日と範囲が分かりましたら、担当の先生に必ず伝えて下さい。
こちらでテストの範囲やプリントを整理したり、
各生徒さんにはノート作りの仕方を教えたりと、
各生徒さんに合わせて、テスト対策の勉強をしてもらっています。

4 月から新入社員 2 名入社

（株）ワタナベアカデミーの正社員として、4 月から 2 名入社します。
２名とも 1 年間のアメリカ留学経験者です。

4 月から廣瀬（渡邊）貴子先生復帰

1 年間の産休をとらせて頂いていましたが、
4 月から元気に戻って参ります。
1 月、2 月は学芸大学教室で火曜日レッスンを担当しています。

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
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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Energy Source
Learning isn’t easy…
Frustration tends to set in
quickly.
You hurt.
You feel defeated.
You want to give up –
to quit.
You want to walk away
And pretend it doesn’t
matter.
But you won’t,
because you’re not a loser –
you’re a fighter….

学ぶのは、簡単なではない…

We all have to lose sometimes
before we can win,
We have to cry sometimes
before we can smile.
We have to hurt
before we can be strong.
But if you keep on working
and believing,
you’ll have victory
in the end.
- Anne Davies

私達は、時々、負けなければならないのだ、

すぐにいらいらしてくるものだ
あなたは、傷つく。
あなたは、打ち負かされたと思うだろう。
あなたはあきらめない―
やめたいのだ。
あなたは、そこから立ち去って、
「どうでもいいや」と
振る舞いたいのだ…
しかしあなたはそんなことはしない。
何故ならば、あなたは、負け犬ではないのだ―
あなたは戦う人なのだ…
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私達が勝つことができる前には。
私達は、時々、泣かなければならないのだ、
私達が微笑むことができる前には。
私達は、傷つかなければならないのだ、
私達が強くなることができる前には。
しかし、あなたが学び続け、
そして信じ続けるならば、
あなたは、最後の時に、
勝利を手にするのです。
（渡邊節子 訳）
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