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“Do what you can,  

with what you have,  

where you are!”  Theodore Roosevelt 

（あなたが出来ることをやるのです、あなたが持っている物で、あなたが今置かれている所で！） 

セオドール・ルーズベルト 

今年の秋は、あっという間に過ぎてしまいそうないきおいで、急に寒くなってきました。

今年も残り 2 か月。どんな年で終るのか、終わらせるのかは、私達の毎日の奮闘努力にかかっ

ているのではないでしょうか。 

世の中を見回すと、年末に“ジャンボ宝くじ”とか、福引とか、あちらこちらがにぎや

かになって来ます。私達はそこに、あたかも宝物があるかの様な錯覚に陥りますが、“本当の宝

物”は毎日毎日、一人一人にふりかかって来る大小の問題の中にあるのだと思っています。その

問題を「ああじゃない、こうじゃない」と解決策を捜して、捜して、捜すと、そこに見つかるの

が本物の宝物なのです。 

何か問題が発生し「アーッ、どうしようか！」と一瞬頭が真っ白になるのですが、その

中をじっと見据えてみると、必ず宝物は見えて来ます。私たちがやらなければならないことは、

宝物の存在を信じ、決してあきらめずに、その宝を捜し続けることなのです。 

誰一人として何の問題もなく人生を生きている人はいないでしょう。問題が発生するの

は普通の事です。その問題の中に、本当の宝物を捜し出せる人生を歩んで行きたいと思っていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watanabe Academy  Gakugeidaigaku 

Watanabe Academy  Senzoku 

Watanabe Academy  Kajigaya 

11月 

3日(木)…「文化の日」休み 

6日(日)…2016年度第 2回英検二次試験実施 

7日(月)～12日(土)…英検 Jr.実施（各教室） 

14日(月)～19日(土)…TOEIC/TOEIC Bridge実施 

（各教室） 

23日(水)…「勤労感謝の日」休み 

1月 

5日(木)…レッスン開始 

6日(金)…英検 Jr.申し込み締切 

9日(月)…「成人の日」休み 

22日(日)…2016年度第 3回英検実施（学芸大教室） 

30日(月)～2月 4日(土)…英検 Jr.実施（各教室） 

 

2016年 11月-2017年 2月 

2016 年 11 月 

12月 

16日(金)…2016年度第 3回英検申し込み締切 

8日(木)～23日(金)…16days Winter Schedule  

24日(土)～1月 4日(水)…通常レッスン休み 

 

http://watanabe-academy.com 

2月 

11日(土)…「建国記念日」休み 

19日(日)…2016年度第 3回英検二次試験実施 

25日(土)…TOEIC/TOEIC Bridge申し込み締切 

27日(月)～3月 4日(土)…TOEIC/TOEIC Bridge 実施 

（各教室） 
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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、先月号に同封しております「Winter Schedule のお知らせ」および「Q&A」をお読み

ください。 

また、Winter Schedule 中のみレッスン受講を希望される外部生の方も受け付けております。

03-3714-1136 までご連絡ください。 

 

１０月より、学芸大学教室、洗足教室、梶ヶ谷教室へおかけになった電話は、受付に転送

されております。 

月・火・水・木・金 8：30～18：00 ご用件を承った後、各担当よりすみやかにお返事

いたします。 

土・日・休の終日および平日 18：00 以降 ボイスメールの受付となります。 

「教室名、生徒さんお名前、学年、ご用件」をメッセージとしてお残し下さい。

ご用件により、翌営業日から２４時間以内に対応いたします。 

至急のご用件は、直接各教室へ FAX でお送りください。 

学芸大学教室 FAX： 03-3714-2535 

洗足教室 FAX： 03-3714-1272 

梶ヶ谷教室 FAX： 044-862-7271 

ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

① 補習をご希望⇒「テスト補習 FAX Sheet」にご記入後、各教室へ FAX 

② レッスンのご欠席、お振替⇒「レッスンお振替 FAX Sheet」にご記入後、各教室へ FAX 

③ 教室移動をご希望⇒「移動届」にご記入後、担当教師へ提出、または学大教室へ FAX 

④ レッスンの休塾、退塾⇒「休塾、退塾届」にご記入後、学大教室へ FAX または郵送 

※「移動届」「休塾、退塾届」は、次月の授業料の請求の関係もありますので、

必ず前月２０日までにご提出ください。 

Announcement① 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Winter Schedule ～Vocabulary Session～ 

12 月 8 日⇒12 月 23 日（16days） 

電話のシステムが変わりました 

お届け書類についてのお願い 
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英語検定二次試験実施日 

（3 級以上で一次試験合格者） 

日時；11 月 6 日（日） 

場所；一般会場 

英検 Jr.実施日 

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 

Announcement② 

 
 

保護者の皆さまも、確認にご協力をお願い致します。 

  

Essay や Speech の添削指導をご希望の時は、 

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。 

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。 

生徒の皆さんへお願い 

【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。 

TOEIC/TOEIC Bridge 実施 

日時；11 月 14 日(月）～ 11 月 19 日(土） 

場所；学芸大学・洗足・梶ヶ谷 各教室 

申込締切；11 月 12 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。 
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I believe that through 

every storm or problem we face in life, 

the solutions are ours to find. 

It takes a belief in ourselves 

and in our ability to handle 

the situations we must deal with. 

 

We must accept our problems 

and work through them. 

It won’t always be easy, 

but a positive outlook will 

lighten the load. 

Finding answers and solutions 

won’t be an easy task, but then 

neither is life. 

 

But we broaden our horizons by  

the challenges we face, and each day 

we must remember all the possibilities 

that life has just offered us. 

 

Believe and achieve. 

 

-Sherrie Householder- 

人生での嵐や困難を通り抜ける時、 

その解決を見つけるのは私達。 

 

自分自身と 

うまく状況を切り抜けられる能力を信じるのです。 

 

 

困難から逃げ出さず一生懸命 立ち向かえ。 

 

それは、簡単ではない。 

しかし、建設的な見方がその重荷を軽くする。 

 

答や解決を見つけるのは、易しくはないが 

人生も又、甘くはないのです。 

 

 

しかし、立ち向かうチャレンジで 

私たちの視野は広がる。 

そして一日一日考えなさい。 

人生が私達に与えてくれた可能性を。 

 

信じ、そして成し遂げるのだ。 

  

作：シェリー ハウスホルダー 

訳：渡邊節子 


