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“All things are difficult before they are easy.” Thomas Fuller
（全ての事は、それが簡単になる前には難しいものだ！）トーマス・フラー
「日本人は、中学校から英語を勉強したはずなのに、なぜこんなに英語ができないのだろ
う！」と感じたことがない日本人の大人はほとんどいないでしょう。一番の原因は、英語の言葉の
数と表現する英文の数が絶対的に少なすぎるのです。それに比べ、非常に難しい文法までを、受験
の為という名目でやってきたことに原因があると思います。
私は小学生の時、叔父の一人が「これからは英語が出来なければ」と日本語のおとぎ話の本
２冊と、英語のドナルド・ダックの本を２冊くれました。それで、英語が出来るようになるのは当
然のことだと思っていました。しかし小学生時代は、その 2 冊の本を勉強する方法もなく、そのま
まになっていましたが、小学 4 年生の時に一人の父兄がその当時珍しかった世界一周の旅の写真展
を開いて下さり、それを見て「私も行かなくちゃー」と心に決めました。しかしそのチャンスはい
っこうに来ませんでしたが、中学生の英語の授業が始まり「外国へ行く」、「英語が出来るようにな
る」という自分の夢の為に一生懸命に勉強し、大学も英語を専攻し、航空会社に就職し、その当時
では外国へ行く為の一番可能性のある道を歩んでいました。そして人生は不思議なもので「マーフ
ィーの法則」ではないのですが、言って思っていれば、夢はやってくるもので、アメリカに住むと
いう機会がやってきました。
そうやって準備万端にして行ったアメリカで、最初にショックだったのは、自分の英語の言
葉、表現の乏しさでした。
「日本で誰か単語を覚える大切さを言ってくれていれば！」と悔しさでい
っぱいでした。それからアメリカに 10 年住むことになるのですが、常に感じたのは、自分自身の言
葉の数の少なさです。そこで近くのカレッジで”Vocabulary Building（単語力強化）”のクラスをと
ってみると目が良くなったように、世の中のことがはっきりとして来ました。
今年の冬も皆さん一人一人に選んだ Vocabulary を覚えてもらいます。そして英語の世界がク
リアになっていく体験をして下さい。
2016 年 10 月-2017 年 1 月

10 月

12 月

9 日(日)…2016 年度第 2 回英検実施

16 日(金)…2016 年度第 3 回英検申し込み締切

10 日(月)…「体育の日」休み

8 日(木)～23 日(金)…16days Winter Schedule(単語力強化)
24 日(土)～1 月 4 日(水)…通常レッスン休み

11 月
3 日(木)…「文化の日」休み

1月

6 日(日)…2016 年度第 2 回英検二次試験実施

5 日(木)…レッスン開始

7 日(月)～12 日(土)…英検 Jr.実施

9 日(月)…「成人の日」休み

14 日(月)～19 日(土)…TOEIC/TOEIC Bridge 実施
23 日(水)…「勤労感謝の日」休み
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Announcement①
Winter Schedule ～Vocabulary Session～
12 月 8 日⇒12 月 23 日（16days）
去年に引き続き、12 月 8 日～12 月 23 日（16days）は Winter Schedule 期間となり、単語
力の強化を致します。詳しくは、同封しております「Winter Schedule のお知らせ」「Q&A」
をお読みください。

Winter 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 Winter 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！

テスト対策について
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。

英語検定実施日

TOEIC/TOEIC Bridge 実施

日時；10 月９日（日）英検実施

日時；11 月 14 日(月）～ 11 月 19 日(土）

場所；５級～２級…ＷＡ学芸大学教室

場所；学芸大学・洗足・梶ヶ谷 各教室

場所；準１級・１級…一般会場

申込締切；11 月 12 日

申込締切：9 月 14 日（火）

(土)

★英検２級合格以上の生徒さん

英検 Jr.実施日

→ TOEIC
★高校入学時に TOEIC Bridge で

日時；11 月 7 日(月）～ 11 月 12 日(土）
場所；学芸大学・洗足・梶ヶ谷 各教室

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(金)
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Announcement②
生徒の皆さんへお願い
保護者の皆さまも、確認にご協力をお願い致します。

レッスンに必要なものを持っていらっしゃらない生徒さんが多く見受けられます。
・筆記用具などの文具
・学校の教科書
・宿題をしてきたノート
・アカデミーからお渡しした単語帳などの教材
・アカデミーの教材、特に Let’s Go の教科書と CD
は、忘れずにお持ちください。

Essay や Speech の添削指導をお願いしたい時は、
締切日の 1 週間前までにアカデミーへ持ってきてください。

【学芸大学教室】
自転車でいらした場合は、地下駐車場の中に駐輪してください。

台風などの悪天候による急なお休みは、ホームページ(http://watanabe-academy.com)
または留守番電話にてお知らせします。
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Energy Source
Life is our teacher,
teaching us with good experiences
and with painful ones.
The painful days are
difficult to understand,
but it is from these troubled times
that we learn how to be strong.
We learn to hold on and face
each day, even though we hurt

人生は 私たちの師です。

and feel frustrated.
We learn that the simplest pleasures
are often the most rewarding.
And we learn that losing is often
only another step towards winning.
And when life turns
its smiling side to us again,
as it always does,
we find ourselves stronger,
with a greater knowledge
of ourselves,

学ぶのです。

and able to feel the welcome comfort
of good times
more deeply than before.
-Donna Levine-

良い時の安らぎを

私達に楽しい経験、
また、苦しい経験を通して教訓を与えてくれます。
苦しみの日々を理解するのは難しいものです。
しかし、その苦労の日々からこそ、
私達はどうやって強くなるのかを学ぶのです。
たとえ、私達が傷つき、行き詰まりを感じても、
私達は一日一日頑張って
現実から顔をそむけてはいけないことを
最もシンプルな喜びが最も価値あるものだと、
私達は、学ぶのです。
そして負けることは、次の勝利へ向かっての
ステップでしかないことも学ぶのです。
そして、人生がその微笑みを
いつもそうするように、
私たちの方へ 再び向けた時、
私達はより強くなり、
自分自身をもっと知ることができ、
又、それ以前よりも、
もっと深く感じることが出来る
自分自身を見つけるのです。
-ドナ・レバン訳：渡邊節子
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