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“Do a little more each day than you think you possibly can!” 

（自分が出来るだろうと考えるよりほんの少しだけ多くの事を毎日やりなさい！） 

-Lowell Thomas- 
 

今年は台風が毎週来るとはいえ、一年で一番穏やかな気候を迎え、空は青く、吹く風も心地が

よく、この季節になると 10年間住んでいたカルフォルニアのサンタモニカのことを思い出します。 

 

サンタモニカへ引っ越した時は、今とは違い、日本人も殆ど住んでいなく、日本食もなく、スーパ

ーマーケットへ行っても、何をどうやって食べていいのか良くわからず、日本での生活とはあまりにも違う

ので、これからどうやって暮らしていこうかと毎日が心細く、家からすぐ近くの太平洋を毎日眺めては、ど

うして暮していこうかと思ったり、近所の人を掴まえては、バスの乗り方や料理の仕方を教えてもらったり

と、想像していた“外国生活”とは全く違った“現実の生活”の始まりでした。 

 

そのサンタモニカに 10 年間も、その後暮らすことになるとは、思っていませんでしたので、何か

手っ取り早く身に着けて、早く日本へ帰りたいと、毎年、「来年は帰ろう、来年は帰ろう」、と思っていまし

た。ところが、そう世の中は、うまく行かず、なかなか帰国のチャンスが来ません。元々、アメリカへ行く時

も日本へ帰ったら、英語を教えようと思っていましたので、その準備は、着々としていたのですが、まだま

だ甘いということだったのでしょう。来る年も、来る年も、帰国できません。 

 

それで、アメリカの大学に入学し、勉強することにしました。家庭を持って、子供を 3 人抱えての

大学生活ですから、もう必死の生活です。この時の数年間は、これ以上の辛さはないのではないかと思

いましたが、何とか卒業にこぎ着けました。卒業した後の 1 ヶ月間は、あまりに疲れて起き上がることが

できませんでした。大学に通った道路は、その後、数年帰国するまで、運転することができませんでした。

その道路の近くに来ると、大学へ通っていた時の辛さを思い出して、気分が悪くなったからです。でも、そ

ういう辛い時代も、サンタモニカの青空を眺め、太平洋の沖を眺め、まだ会ったこともない日本で教える

だろう生徒さんのことを考え、“こうもしよう”、“こうもしたい”とノートに自分の考えを書きためていました。 

 

この季節、サンタモニカを思い出し、その時の“初心”を忘れていないかと、自分の心を覗き、全

力を尽くして教えているかと振り返り、自分の身を律しています。 

渡邊節子 

 

 

10月 

10月 20日(月)⇒25日（土） …児童英検実施 

10月 30日(木)⇒11月3日（月）…スタッフ研修の為休み 

 

11月 

11月  8日(土）…TOEIC/TOEIC Bridge 申込み締切 

11月  9日(日）…2014年度第2回 英検二次実施 

11月 10日(月)⇒15日（土） …TOEIC/TOEIC Bridge 実施 

11月 24日(月）…レッスンあり（11/1の代替） 

 

12月 

12月  ８日(月）⇒25日（木）…ウィンタースケジュール

（単語特訓） 

12月19日（金）…2014年度第3回 英検申込み締切 

12月  20日(土）…休み 

12月 26日(月）⇒1月4日…冬休み 

 

http://watanabe-academy.com 
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Watanabe Academy  Senzoku 
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スタッフ研修会の為レッスン休み 

10月３０日(木)⇒11月３日（月） 

スタッフの研修の為、ワタナベアカデミーは学芸大学教室、洗足教室は次の期間、お休みしま

す。その期間の振替日は次の通りですので、よろしくお願いします。 

・振替⇒次の祭日はレッスンを通常通りいたします。 

10月 30日、31日、11月 1日 ⇒ 10月 13日（月）、11月 24日（月） 

Winter Schedule 単語特訓のお知らせ 

12月 08日→12月 25日：18日間単語特訓 

10月３０日(木)⇒11月３日（月） 

12月は Winter Scheduleで単語強化レッスンを行います。 

 12月の第１週（12月 1日（月）～６日（土））⇒通常レッスン 

 12月８日以降→単語特訓のウィンタースケジュール（学校のテスト対策も出来ます） 

 詳しいスケジュールとカリキュラムは同封していますので、ご希望のコマを選んで頂         

き、返信用はがきでご返事ください。締切→11月３０日必着にお願いします。 

 同封しています 12月のカレンダーをご覧ください。 

洗足教室は現在の場所から洗足駅により近く、より広いお教室へと移転します。新教室

は来年の 1 月１３日（火）からのレッスンを開始します。よろしくお願いします。 

旧住所：東京都目黒区洗足 2-6-11 

↓ 

新住所：東京都目黒区洗足 2-6-9 

洗足教室は移転します！ 
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来年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、個人的にご説明いた

しますので、お知らせ下さい。 

英検ＣＢＴ 

英検を指定の試験場で、コンピューターを

通して、受験できるようになりました。紙

媒体の英検とは異なる日程で実施される上

に、時間帯も受験地も選べます。一次試験

のみＣＢＴは対応しており二次試験以降は

通常の英検と同じです。紙媒体の試験日が

都合が悪い方、ぜひ検討をしてください。 

実施日：１月 18 日（日） 

申込み：https://www.eiken.or.jp/cbt/apply/ 

申込み締切：9 月 18 日（木） 

TOEIC/TOEIC Bridge 実施 

日時；11 月 10 日(月)～15 日(土) 

場所；学芸大学・洗足教室 

申込み締切；11 月８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は必ず

TOEIC Bridge を受験して下さい。 

冬期・春期アメリカ語学留学 

（高校 3 年生以上対象 

学芸大学教室のみ 月⇒土：１７：００～１７：３０ 

Toy Story of TERROR 

（トイ・ストリー・オブ・テラー） 

10 月 21 日―11 月 1 日 

Mr.Peabody & Sherman 

（日本未公開） 
11 月 4 日―11 月 22 日 

The Nightmare Before Christmas 

(ナイトメアー・ビフォア・クリスマス) 
11 月 25 日―12 月 6 日 

 

https://www.eiken.or.jp/cbt/apply/
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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 

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, 

and able to feel the welcome comfort 

of good times 

more deeply than before.  

-Donna Levine- 

人生は 私たちの師です。 

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 

学ぶのです。 

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、 

良い時の安らぎを  

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 

間違いを避けるため、お月謝やその他のお振込みは生徒さんのお名前でお願いいたします。 

銀行振り込みについて 

 

授業料は、毎月 10日までにご持参、または銀行振り込みをお願い致します。10日を過ぎる

と、次の月の請求で行き違いが生じる可能性がありますので、それを避ける為に、どうぞよろ

しくお願い致します。 

お月謝のお支払いについて 

 


