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“Stay on the road to success.”
成功へ続く道をずっと進みなさい。

「読書の秋」です。皆さんは今、何の本を読んでいますか？
英語の記事に“Simply read”とういのがありました。
外国語を学習する時、その言葉のextensive reading（多読）が
どんなに役立つかという実験結果が出ていました。
その実験結果は数字で表されていないので、具体的にははっきりと言えないのですが、
多読した人達は、読解だけではなく、学習している外国語の
Listening , Speaking, Writingの分野も非常に進歩する内容でした
それで、その記事が “ Simply read （只、読みなさい）“というタイトルになっているのです。
ワタナベアカデミーで作成している “ Summer Reading” をしっかりと読み、
その本を覚えた生徒さんたちは、明らかに全ての英語の分野で力を増しています。
英語を自分のものにしたいという動機で、
皆さんはワタナベアカデミーにいらしているのですから、
１日２４時間のうち、～時間は英語で暮らそうと計画し、それを実行するのです。
継続する為には、読みやすい英語の多読から始めてみて下さい。
きっと、英語を学ぶ本当の楽しさが分かりますよ！

2012 年 11 月-2 月(2013 年)

1月

11月
3日() …文化の日 休み
10日(土) …TOEIC/TOEIC Bridge 申込締切
11日(日) …2012年度第2回英検 2次試験
12日(月)～17日(土) …TOEIC/TOEIC Bridge
23日(金) …勤労感謝の日 休み

4日(金) …レッスン開始

9日(水) …児童英検申込み締切
14(月) … 成人の日 休み
27日(日) …2012年度第3回英検1次試験 実施

実施

Congratulations !
2月

12月
1日(土)～21日(金) …レギュラーレッスン
17日(月)～22日(土) …クリスマスのお祝い
21日(金) …2012年度第3回英検 申込み締切

4日(月)～9日(土) …児童英検
11日(月) …建国記念日 休み

実施

24日(日) …2012年度第3回英検2次試験

実施

26日(水)～1月3日(木) …お正月休み
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Announcement
TOEIC/TOEIC Bridge 実施
日時；11 月 12 日(月)～17 日(土)
場所；学芸大学・洗足教室
申込み締切；11 月 10 日 (土)
★英検２級合格以上の生徒さん→ TOEIC
★高校入学時に TOEIC Bridge でクラス別けがある生徒さん→ TOEIC Bridge
上記に該当する生徒さんは必ず受験して下さい。

Christmas のお祝い 場所と期日変更のお知らせ！
場所：渡邊節子先生宅→洗足・学芸大学教室へ変更！
１２月１７日（月）～２２日（土）
洗足教室 Egg, 学芸大学教室でクリスマスのお祝いを開催します！
１２月の初めに皆様にクリスマスカードと詳しいプログラムをお送りします。
是非ご参加下さい。
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Energy Source
Go Confidently

確信を持って明日の方向へ進みなさい。

in the Direction of Tomorrow.

物事が悪くなるだけ悪くなった時でさえも、
失望してはいけない。

Even when things have gone
about as wrong as they can go,
don’t get discouraged.
The old expression about

古いことわざに
「君が馬から落ちたらすることのできるベストの
ことは再び馬に乗ることだ」というのがある。
その中には、多くの知恵が含まれている。
人生もそれと同じことだ。

“ If you fall off a horse,
the best thing to do is
to get right back on,”
has a lot of wisdom written into it.
It’s the same with life.

時には私達は人生にうまく乗り、
思い通りの人生を送る時がある。
ところが、突然の思いがけない事が起こり、
私達の世界をひっくり返してしまう。

Sometimes we go riding along,
having the time of our life,
when all of a sudden the unexpected happens
and turns our world around.
But it’s then…

しかし、私達が心細く、傷つき、
そして恐れを抱いている、その時なのだ…
私達は落馬した所に
ずっとそのままいることもできるが、
また私たちはすぐに馬に乗り
明日の方向へ確信を持っていくことも
できるのだと。

when we ‘re feeling anxious
and hurt and afraid…
that we need to look deep inside
and see that we can either stay
in the place where we fell,
or we can get right back up
And go confidently in the direction of tomorrow.

そして覚えておきなさい、
落馬の痛手から立ち直るまで
そこに留まっていても大丈夫。
しかし、立ち上がってすぐに
再びスタートすることを決して恐れてはいけない。

And remember…
It’s okay to stay down as long as it takes to
recover from each and every fall.
But don’t ever be afraid of getting up and
beginning again just as soon as you feel the need…

何故なら「次の時が」
あなたが成功する
正にその時かもしれないのだから。

Because “ next time” as might
very well be the time that you succeed.
- Collin McCarty -

コリン・マックカーティー
(訳 渡辺節子)
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