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Secret of getting ahead is getting started. 

Sally Berger 
人よりも先んずる秘密は、まず始めることだ。 

サリー・バーガー 

 

A Happy New Year! 
 

A new year means a new chance, a new beginning. 

Learn from your mistakes, but don’t let them down your future. 

We, Watanabe Academy, would like to thank 

each and every one of you 

for giving us the opportunity 

to explore, together, the true joy of learning. 

from Watanabe Academy 

 

 

 

 

  

Watanabe Academy  Gakugeidaigaku 

Watanabe Academy  Senzoku 

Watanabe Academy  Kajigaya 
2019 年 1 月 

http://watanabe-academy.com 

2月 

4日(月)～9日(土)…2018年度第 3回英検 Jr.実施 

11日(月)…「建国記念日振替休日」レッスン休み 

24日(日)…2018年度第 3回英検二次試験 A日程実施 

11日(月)のレッスンはお振り替えください 

 

1月 

1日(火)～5日(土)…レッスン休み 

7日(月)…通常レッスン開始 

12日(土)…2018年度第 3回英検 Jr.申し込み締切 

14日(月)…「成人の日」レッスン休み 

27日(日)…2018年度第 3回英検実施 

4 日(金) 5 日(土) 14 日(月)のレッスンはお振り

替えください 

3月 

3日(日)…2018年度第 3回英検二次試験 B日程実施 

4日(日)～10日(月)…TOEIC Bridge実施(学芸大学教室) 

8日(金)～21日(木)…16days Spring Schedule 

(文法/英作文強化) 

24日(土)～4月 5日(木)…レッスン休み 
4月 

6日(土)…通常レッスン開始 

29日(月) …「昭和の日」レッスン休み 

2019年 1月 – 4月 
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The True Meaning of English 

By Kaoruko Magnier- Watanabe 

Have you ever wondered why you need to study English? 

Spending hours and hours of your precious time. 

Slaving over vocabulary, that makes no sense at all. 

And, then it approaches. 

The voices of your friends. 

The vibration from your phone. 

“Spend time with me!”, they beckon, just when you open your notes. 

My goodness!  It’s true! 

Why are you studying English? 

It’s just too difficult! True? 

Have you ever wondered why your children need to study English? 

Hours of your devoted time, spent shuffling them to and froe. 

Your precious hard-earned money, disappear into a seemingly never-ending hole. 

You were told that English is important. 

People convinced you that it’s necessary. 

Even society shames you, when you question its validity. 

Nonetheless, a question must float,  

Why is English so important, and is it worth my time? 

So, what is English?  Why does it exist? 

Actually, English means something different, even between you and me. 

English is not a tool, or a means to an end. 

It’s not about making new friends, near or even far away. 

Nor is it only, the designated universal language. 

English is more primal, basic, a necessity. 

It tickles our humanness and brings out curiosity. 

It’s a thread that connects, all of us on Earth.  

Regardless of nationality, race, or even where you live. 

For me, English is a part of life. 

It flows in and out of my mind. 

It’s also my essence, that helps me think, express, and cry. 

English is my flesh and blood. Without it, who am I? 

Just skin and bones, and an empty shell, indeed. 

For my children, learning English gives them a sense of pride. 

A new word learned becomes a twinkle in their eyes. 

English gives them a sense of accomplishment. 

A job well done becomes a path to self-confidence. 

For them, learning English is tough, indeed. 

But as their mother, I know very well. 

Every effort they make, will undoubtedly become their weight in gold. 

So, “what’s the conclusion”, you ask. What does it all mean? 

I wish I could tell you. I wish I could lead. 

But, English is alive, after all. Don’t you think? 

So, how about you? What do you think? 
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英語の本当の重要性！ 
マニエ―渡邊馨子 

あなたは何故 英語を勉強する必要があるのかと考えたことがありますか。 

貴重な時間の何時間も何時間も費やして。 

語彙を増やすことに躍起になり。その事は全く意味をなさないと。 

そして、あなたの友人達の声が近づいて来る。 

あなたの電話が鳴る。 

“私の為にあなたの時を使って！”とそれらはそそのかす、只、あなたがノートを開けると。 

まあ、なんてこと！これは真実だ！ 

何故あなたは英語を勉強するの？ 

あまりにも難しい！そうでしょう！ 

あなたは何故 あなたの子供達が英語を勉強する必要があるのかと、不思議に思ったことがありますか。 

あなたの何時間もの献身的な時間。あちこちでなくなってしまう。 

あなたの貴重なお金。底無し沼へと消えて行く。 

あなたは英語は重要だよと言われたのだ。 

人々が、それは必要だとあなたに確信させる。 

社会でさえも、英語の重要さに疑問を投げかけるのを恥とする。 

しかし、ある疑問があなたの心の奥底に浮かんでいる。 

英語はそんなに重要で、私の時間を使う価値があるのだろうかと？ 

では、英語とは何？ 何故 英語が存在するのか？ 

実際のところ、英語の意味する事は、人それぞれだ。 

英語は道具でもないし、ゴールに達する方法でもない。 

新しい友、近くのそして遠くの、を作ることでもない。 

又、唯一の指定された普遍の言葉でもない。 

英語はもっと初歩の基本の事。必需品だ。 

それは私達の人間性を刺激し、好奇心を掘り起こす。 

それは地球上の私達をつなげる糸の様なもの。 

国籍、人種、どこに住んでいても。 

それでは、私にとっては？ 英語とは、人生の一部。 

それは、私の心に入って来たり、流れ出る。 

そして、それは私が考え、表現し、泣くのを助ける、私の本質的要素。 

英語は私の肉であり、血であるのだ。それなしでは、私は一体誰？ 

ただの皮と骨、そして空っぽの殻、本当に全く。 

そして私の子供達にとっては？英語を学ぶことは彼等に誇りを与える。 

新しく学んだ一つの言葉が、彼等の目をきらりと輝かせる。 

英語は、子供達に成し遂げる喜びを与える。 

結果の良かった勉強は、子供たちに自信を与える。 

子供達にとって、英語を学ぶことは、本当に困難だ。 

しかし、子供達の母として、私はよく知っている。 

子供達がしている努力一つ一つが、疑いなく子供達の宝となることを。 

では“結論は一体何？”とあなたはたずねる。全て一体 何の意味？ 

私は次の事を伝えることが出来ればと願っています。 

そう、英語は生きているのです、そう思いませんか？ 

では、あなたにとっては、どうでしょう？ 
あなたは英語の重要性についてどう思いますか？ 

訳：渡邊節子 
（マニエ―渡邊馨子は、夫の仕事の関係で 2019 年 6 月まで子供 2 人を連れてボストンに滞在中です） 
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2018 年度第 3 回英語検定 
日付；１月２７日（日） 

場所；５級～２級…ＷＡ学芸大学教室 

；準１級・１級…一般会場 

2018 年度第 3 回英検 Jr. 

【学芸大学教室会場】 

実施日；２月４日（月）５日（火）７日（木） 

時間；19：00～ 

【洗足教室】 

学芸大学教室の日程にご参加ください 

【梶ヶ谷教室会場】 

2 月 4 日(月)～9 日(土)で個別に相談して決めます 

申込締切：１月１２日（土） 

 

News from classroom 

  

 

  

【学芸大学 小学生教室】  

新年あけましておめでとうございます！ 

クリスマスカードにコメントをくれた生徒さん、どうもありがとう。嬉しかったです。 

いよいよ今年度最後の英検があります。忙しいは言い訳になりません。スキマ時間を活用していきまし

ょう！ 

【学芸大学 中学生教室】  

インフルエンザ等 流行る時期になりますので、風邪予防の徹底をお願い致します。また、1月の英検を

受験される生徒さんは、各講師から出されている課題をしっかり終わらせ、各担当に提出をお願い致しま

す。まだ課題が出されていない生徒さんには、お出ししますので、お声がけください。 

【学芸大学 大教室】  

英検の補習対策は早めに予約をするようにしてください。 

英検を受ける生徒さんは、単語をしっかり冬休み中に完璧にしましょう！ 

【洗足教室】 

あけましておめでとうございます。今年もそれぞれの目標に向けて勉強してまいりましょう。 

今月も英検、英検 Jr.、定期テストがまもなくやってきます。どんどんレッスンにいらしてください。 

【梶ヶ谷教室】  

Happy New year. 皆さん、冬休みに出された課題は進んでいますか？「学び」は一生続きますが、目の前

の課題に取り組みながら前進していくものです。今年も一緒に頑張っていきましょう！ 

TOEIC Bridge 実施 

実施日；3 月 4 日(月）～10 日（日） 

場所；ワタナベアカデミー学芸大学教室 

時間；個別に相談して決めます 

申込締切；3 月 2 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 Bridge を受験

して下さい。 

☆TOEIC は、ワタナベアカデミーでは 

実施しませんので、一般会場で受験してくだ

さい 
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ワタナベアカデミー学芸大学教室、洗足教室、梶ヶ谷教室 

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。 

渡邊節子 

Announcement 

 

 

 

  

皆様にご理解、ご協力いただき、通常レッスンサイトは順調に活用されています。以下

の点について、再度確認していただきますよう、お願いします。 

１）季節のレッスンと同じ ID とパスワードを使用します。 

２）変更などの入力は、当日はできません。 

振替は前日の 18：00 までにお済ませください。 

３）休業期間や季節のレッスン期間などの通常レッスンは、予約が入っていません。 

振替をお願いする日を、トップページでも確認して頂き、漏れなく振り替えて頂き

ますよう、お願いします。 

 

3 月のメンテナンス期間は、ご利用いただけなくなる予定です。 

4 月以降のレッスンの振替は、4 月 5 日以降にお願い致します。 

通常レッスンサイトの注意事項（学芸大学教室） 

 

学芸大学教室へ送られた FAX の一部が、間違った場所へ届いています！ 

送られる前に、再度、番号をご確認ください！！ 

【学芸大学教室 FAX】０３－３７１４－２５３５ 

新入生を募集します！ 
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２０１８月分度第２回英検合格者 REPORT 

Congratulations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

準２級合格者 

合計・・・１４人  

☆高校 2 年生・・・1 人 

☆中学 3 年生・・・2 人 

☆中学 2 年生・・・6 人 

☆小学 6 年生・・・4 人 

☆小学 4 年生・・・1 人 
３級合格者 

合計・・・９人 

☆中学 2 年生・・・3 人 

☆中学 1 年生・・・4 人 

☆小学 6 年生・・・2 人 

                      

1 級合格者 

合計・・・０人 

受験者なし 

                     

準 1 級合格者 

合計・・・３人 

☆高校 3 年生・・・2 人 

☆高校 2 年生・・・1 人                       

２級合格者 

合計・・・８人 

☆高校 2 年生・・・2 人 

☆高校 1 年生・・・2 人 

☆中学 3 年生・・・2 人 

☆中学 2 年生・・・2 人 

４級合格者 

合計・・・１２人 

☆中学 2 年生・・・1 人 

☆中学１年生・・・4 人  

☆小学 6 年生・・・3 人 

☆小学 5 年生・・・3 人 

☆小学 4 年生・・・1 人 

                     

５級合格者 

合計・・・１８人 

☆中学 1 年生・・・3 人 

☆小学 6 年生・・・4 人 

☆小学 5 年生・・・4 人 

☆小学 4 年生・・・2 人 

☆小学 3 年生・・・2 人 

☆小学 2 年生・・・3 人 

                      


