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“The capacity to learn is a gift;  

the ability to learn is a skill; 

 the willingness to learn is a choice.”      

―Brian Herbert 

「学べる力は授かりもの、学習する力は技術、でも学ぶ意欲は選択である。」 

 － ブライアン・ハーバート 

 

 夏休みも半ばを過ぎようとしていますが皆様の計画は進んでいますか？ 

私は普段は時間が取れないので、この夏休みを利用してアメリカ東部の学校を訪れネット

ワーク作りをしています。インターネットでは分からない情報が沢山あり、少しずつお知ら

せしたいと思います。 

 残りの夏休み計画完了を目指して頑張ってくださいね！ワタナベアカデミーのサマースケ

ジュールも8月17日から後半に入ります。学芸大学教室、洗足教室、梶ヶ谷教室でレッスンを 

行います！夏の英語の課題を完了してください。 

必ず良かったと思う時が来ますよ。では、サマースケジュール後半でお目にかかります！ 

 

渡邊 節子 

  
2019年 8月 – 12月 

8月 

8月 9日(金)～16日(金)…レッスンお休み 

8月 17日(土)～30日(金)…Summer Schedule 後期 

8月 31日(土)～9月 5日(木)…レッスンお休み 

9月 

6日(金) … レッスン開始 

2019年度第 2回英検申し込み締切 

16日(月) …敬老の日。レッスンお休み 

 

Watanabe Academy  Gakugeidaigaku 

Watanabe Academy  Senzoku 

Watanabe Academy  Kajigaya 

http://watanabe-academy.com 

2019 年 9 月 

10月 

6日(日)…2019年度第 2回英検一次試験実施 

14日(月)…体育の日。レッスンお休み 

11月 

3日(日)…2019年度第 2回英検二次試験 A日程実施 

4日(月)…振替休日。レッスンお休み 

10日(日)…2019年度 2回英検二次試験 B日程実施 

23日(土)…勤労感謝の日。レッスンお休み 

 

12月 

8日(日)～21(土)…Winter Schedule 

22日(日)～1月 5日(日)…レッスンお休み 
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News from classroom 

 

 

レッスン時間の変更・欠席・振替などの連絡、ご相談などは、担当の先生の下記アドレスへ 

メールでご連絡ください。教室へ直接お電話は、緊急事項のみでお願い致します。 

 

 

 

 

【学芸大学 小学生教室】 

・夏休みは有意義に過ごせていますか？今回、ワタナベアカデミーのサマープログラムで実感したのは度胸の

大切さでした。会話を嫌がる子もいますが、今お勉強している事の目的は果たして英検の合格でしょうか？ 

 会話の先生とどんどん話して度胸をつけてください！ 

【学芸大学 中学生教室】  

・英検を受ける生徒さんは申し込みを忘れずにしてください。期限厳守でお願いします! 

・9 月に学校のテストがある人は早めに担当の先生に申し出てください。対策が必要な場合、対策を行います。 

・9 月以降、英検や学校のテスト補習を入れる際は必ず最低でも 2日前までに予約をしてください。直前のご

連絡ですと、教室が満室の場合があり、受講できない可能性があります。 

【学芸大学 大教室】  

・高校生は 16 コマ、大学生以上は 14 コマです。Summer Schedule のコマ数が残っている人は、計画的に 

消費できるようにしてください。 

・宿題をしっかりやるかやらないかで、英語力の伸びが大きく変わります。自分自身のために、しっかりと 

取り組んで下さい。次の英検も 10 月です、今から準備しましょう！ 

【洗足教室】 

・新学期スタートですね！改めて気を引き締めましょう。 

各々の目標に向けて毎度レッスンに取り組んでください。 

【梶ヶ谷教室】  

・夏の課題は進んでいますか？Summer Schedule に出席して、最後の詰めをしましょう。 

テスト対策をしたい方は info@watanabe-academy.com までメールでご連絡下さい。お待ちしています！ 

坂口いずみ先生（洗足教室） izumi-s@watanabe-academy.com 

豊田由香先生（梶ヶ谷教室） toyoda@watanabe-academy.com 

塩谷崇彰先生（学芸大学大教室） shioya@watanabe-academy.com 

颯々野真紀先生（学芸大学小学生教室） sassano@watanabe-academy.com 

デワンさくら先生（学芸大学大教室） dewan@watanabe-academy.com 

野村萌里先生（学芸大学大教室） nomura@watanabe-academy.com 

鱒渕優菜先生（学芸大学中教室） masubuchi@watanabe-academy.com 

mailto:info@watanabe-academy.com
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日程：10 月 6 日(日) 

会場：ワタナベアカデミー学芸大学教室（５級～２級） 

外部試験会場（準 1級、1級） 

 

※申し込み〆切：9 月 6 日(金) 

＊期限を過ぎてからの受付はできません。 

 (期限後は英検ウェブサイトから個人で 9/12 までにお申し込み下さい。) 

 (個人申込は全ての級が外部試験会場となります。) 

＊締切後のキャンセルによる返金はできませんので予めご了承ください。 

Announcement 
 

  

後期：8/17～8/30（全教室） 

※必ずウェブサイトにて前日の 18時までの予約をお願いいたします。 

・１８時以降にご予約されても、受付簿に反映されません。 

・満員の場合は事前予約された生徒さんが優先となりますので、ご了承ください。 

・直前の受付は担当への電話/メールにてご連絡をお願い致します。 

Summer Schedule 
 2019 

2019年度第二回 
英語検定試験 

▷9月からの休塾及び退塾のお申し込みは 8月 10日(土)までに 

 届をご記入の上、Fax/郵送/メールにてご提出下さい。 

休塾・退塾のお申込み 
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～Energy Source～

“Winner vs. Loser” 
 

The Winner is always part of the answer; 
The Loser is always part of the problem; 

The Winner always has a program; 
The Loser always has an excuse; 

The Winner says “Let me do it for you”; 
The Loser says “That’s not my job”; 

The Winner sees an answer for every problem; 
The Loser sees a problem for every answer; 

The Winner sees a green near every sand trap; 
The Loser sees two or three sand traps near every green; 
The Winner says “It may be difficult but it’s possible”; 

The Loser says “It may be possible but it’s too difficult”; 
Be A Winner! 

 
- Author Unknown 

「勝者と敗者」 

 

勝者はいつも答えを考えつく。 

敗者はいつも問題の原因となる。 

勝者はいつも計画を持っている。 

敗者はいつも言い訳をする。 

勝者は言う「あなたの為にそれをやらせて下さい」と。 

敗者は言う「それは私の仕事ではない」と。 

勝者は全ての問題に答えを見出す。 

敗者はすべての答えに問題を見つける。 

勝者はバンカーの近くにグリーンを見つける。 

敗者はすべてのグリーンの近くにいくつものバンカーを見つける。 

勝者は言う「それは難しいかもしれないが、出来る」と。 

敗者は言う「それは出来るかもしれないが、余りにも難しい」と。 

勝者であれ！ 
 

‐訳：渡邉節子 


