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“It’s easy enough to be a starter, but are you a sticker, too? 

It’s easy enough to begin a job. It’s harder to see it through!”  

–Margaret Thatcher 

始めることは簡単だ、しかし、あなたは辛抱強くやる人なのか？ 

仕事を始めるのは簡単だ。その仕事をやり通すのがずっとずっと難しいのだ！ 

―マーガレット・サッチャー 

 

今年もあっという間に 11 月がやって来ました。この時期、各生徒さん達は学校の中間・期末

テストの準備にはげんでいます。「まずはテスト範囲を暗記して！」と言うと「エーッ」との答え

が返って来ます。 

「エーッ」と言いたいのは私の方です。「今の学校の教科書を 1 年かけてやって、将来、英語

が出来る様になると思うか」と問うと、殆ど「いいえ」の答えが返って来ます。 

それでは、少なくともご自分の教科書を丸暗記しても、何も損することはないではありませ

んか！ 

外国へ出ると、皆さんがお気付きの様に、ますます差がつく日本人の英語力！ 

12 月には冬の単語強化スケジュールを行います。もっともっと元気を出して、がむしゃらに

英語を覚えて下さい。 

 

 

  

2 月 

4日(日)…2017 年度第 3回英検 Jr.実施(学芸大学教室) 

12 日(月)…「建国記念日振替休日」レッスン休み 

18 日(日)…2017 年度第 3回英検二次試験 A日程実施 

25 日(日)…2017 年度第 3回英検二次試験 B日程実施 

1 月 

1 日(月)～5 日(金)…レッスン休み 

6 日(土)…通常レッスン開始 

    …2017 年度第 3回英検 Jr.申し込み締切 

8 日(月)…「成人の日」レッスン休み 

21 日(日)…2017 年度第 3回英検実施 

3 月 

4 日(日)…TOEIC Bridge 実施(学芸大学教室) 

8 日(木)～23 日(金)…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(金)…通常レッスン開始 

http://watanabe-academy.com 

Watanabe Academy  Gakugeidaigaku 

Watanabe Academy  Senzoku 

Watanabe Academy  Kajigaya 
2017 年 12 月 

12 月 

8 日(金)～23 日(土)…Winter Schedule(単語強化) 

13 日(水)…2017 年度第 3回英検申し込み締切 

24 日(日)～31 日(日) …レッスン休み 

2017 年 12 月 – 2018 年 3 月 
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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

み頂き、ご希望のコマにサインアップしてください。 

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！ 

2017 年度第 3 回英語検定 
日付； 1 月 21 日（日） 

場所；５級～２級…ＷＡ学芸大学教室 

；準１級・１級…一般会場 

申込締切：12 月 13 日（水） 

2017 年度第 3 回英検 Jr.  
実施日；2 月 4 日(日） 

場所；ワタナベアカデミー学芸大学教室 

時間；10:00～  Bronze 

 11:00～  Silver 

 12:00～  Gold 

申込締切：1 月 6 日（土） 

11 月から、新しい講師を迎え、8 人体制で英会話レッスンを行っております。 

この会話のチャンスを最大に活用してください。 

全講師、東京工業大学・大学院への留学生で、英語を母国語とする非常に優秀な方々です。 

Alan, Devanadera さん  東京大学大学院（フィリピン大学出身） 

Announcement① 

 

 

 

 

 

 

Winter Schedule ～Vocabulary Session～ 

12 月 8 日⇒12 月 23 日（16days） 

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 

新英会話講師のご紹介 

TOEIC Bridge 実施 

実施日；3 月 4 日(日） 

場所；ワタナベアカデミー学芸大学教室 

時間；10:00～  TOEIC Bridge 

申込締切；3 月 3 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。 
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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、同封のチラシをお

渡し頂ければ幸いです。是非ご紹介の程、よろしくお願い致します。 

渡邊節子 

Announcement② 
 

 

 

Energy Source 

Difficult times 

I ask not a lighter burden 

but for a broader shoulder. 

Learning to handle problems 

is like lifting weights: 

The more we do,  

the stronger we become. 

None of us wish for problems, 

of course, but 

when they come along 

---and we all must face 

problems in our lives--- 

we can take solace in knowing 

that we are gaining coping skills 

that will help us in the future. 

 

困難な時 

私は、もっと軽い重荷を下さいと求めはしない。 

しかしもっと広い肩幅をくださいと求める。 

問題を解決することは、 

重量挙げをするようなことだ。 

やればやる程 

もっともっと強くなるのだ。 

私達の誰も問題を求めてはいない 

が、もちろんの事、 

問題がやって来た時 

（そして私達は皆人生で 

問題に直面しなければならないのだが） 

将来、私達を助け、 

うまく対処する技を今、習得しているのだと 

知ることで、慰めを得ることが出来るのだ。 

訳：渡邊 節子 

 

間もなく、通常レッスンの欠席・変更をホームページから入力できるシステムを導入いた

します。季節のレッスンと同様に、生徒さんの ID とパスワードを入力して、通常レッスン

を予約することができます。詳細は後日、郵送でお知らせいたします。ご理解、ご協力お

願い申し上げます。 

通常レッスンの予約サイト開設！ 

新入生を募集します！ 


