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“Everybody has talent, but ability takes hard work.” 

誰でも才能はある、しかし実力には努力が必要だ。 

-Michael Jordan － マイケル・ジョーダン 

 

令和元年おめでとうございます。何か新しい事が起りそうで、何となく楽しみです。

大学入試もどの様に変わるのか、あまり変わらないのか、はっきりとしませんが、英語の 

試験は確実に変わろうとしている様です。 

 

   「英検だ、TOEFLだ、TOEICだ、TEAPだ、IELTSだ etc.」と、いろんなテストの名前が

聞こえてきますが、一番良いのは英検を基本として、準1級まで合格した後に、TOEFL、

TOEIC、IELTS、TEAP等をやる方が良いと思います。 

 

只、これらのテストをこなして行く為には、身に着ける英語の量をもっともっと増や

していくことです。毎日、家でのトレーニングを今の1.5倍にしてみて下さい。英語は覚えれ

ば覚える程楽になりますし、楽しくなっていきますよ！ 

    

6月2日は令和になって初めての英検です。がんばってやりましょう！ 

 

渡邊 節子 

  

5月 

25日(土) …2019年度第 1回英検 Jr申し込み締切 

7月 

7日(日)…2019年度第 1回英検二次試験 B日程実施 

15日(月)～19日(金)…レッスンお休み 

20日(土)～8月 8日(木)…Summer Schedule前期 

 

2019年 5月 – 9月 

6月 

2日(日) …2019年度第 1回英検実施 

17日(月)～22日(土)…2019年度第 1回英検 Jr.実施 

30日(日)…2019年度第 1回英検二次試験 A日程実施 

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 

 

Watanabe Academy  Gakugeidaigaku 

Watanabe Academy  Senzoku 

Watanabe Academy  Kajigaya 

http://watanabe-academy.com 

2019 年 6 月 
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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】 

・小学生教室ではネットからの英検の補習を承っておりません。 

 ご不便おかけしますが、メールまたは FAX での予約をお願いいたします。 

  担当：颯々野 sassano@watanabe-academy.com  

【学芸大学 中学生教室】  

・6/2(日)に 2019 年第 1 回目の英検が行われます。より皆様に合格していただけますよう、渡邊より特別 

カリキュラムを出させていただきました。 

英検を今回受験される方は、宿題を必ずやってくださいますようにお願いします。 

宿題忘れが続く場合、こちらから FAX、またはメールにて宿題内容を保護者様にお知らせいたします。 

日々の積み重ねが合格に繋がります。こちらにいらっしゃる 3 時間に加えて、自ら英検合格を掴めます 

ように、何卒宜しくお願い致します。 

【学芸大学 大教室】  

・新年度になり曜日や時間の変更がある生徒さんは、必ず担当の先生に連絡をして下さい。 

 学校の定期試験や英検等は 2 週間前から補習ができます。5月末は英検受ける生徒さんも多いので、 

教室が混み合います。必ず事前に予約をするか、担当の先生に連絡をしてから来るようにしましょう。 

 そして、英検は受ける人は絶対受かりましょう！ 

【洗足教室】 

・英検、中間テストのシーズンですね！ 

 まずは目の前のことから一つ一つ大切にこなしていきましょう。 

【梶ヶ谷教室】  

・もちろんレッスンを行います。もちろん補習も行います。ですが、英語を習得していく上で最も大切なのは、

日々の勉強であり、自分の心がけです。 それがなければ、私たちのできることは何も意味がありません。

その気持ちを持って、レッスンや補習に来てください。 

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:sassano@watanabe-academy.com
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学校の定期試験、英検・TOEIC 等の補習レッスンは試験の 2 週間前から行います。 

➢ 補習の回数は通常レッスンに加え、週に+2回、2週間で合計 4回分追加で受けて頂けます。 

※週 2回で通っている生徒さんは、合計 8回分になります。 

➢ 英検前や学校の定期試験の時期は、補習で各教室が混み合いやすくなっています。 

必ず事前のネットでの予約、もしくわ Fax/メールでの予約を担当の先生まで送ってください。 

Announcement 

 

 

  

Julian Krinsky Camps and Programs  主催：Watanabe Academy, USA Inc. 

今年もサマープログラムへのたくさんのお申し込みを頂きました。 

参加する生徒さんたちは、この素晴らしい機会を十分に活かしてください！ 

尚、Julian Krinsky Camps and Programs のみ、まだ参加を受付ております。 

ご希望の方は、渡邊までご相談ください。 

2019 年度第 1 回英語検定 
日付：６月２日（日） 

場所：５級～２級…ＷＡ学芸大学教室 

：準１級・１級…一般会場 

※ワタナベアカデミーで受ける方は受験票が 

ご自宅に送付されません。 

※準 1 級、1 級受験の方は送付される受験票に 

顔写真が必要になります。 

必要になります。 

2019 年度第 1 回英検 Jr.  
実施日：６月１７日(月)～２２日(土) 

場所：各教室 

時間：担当の先生と相談 

申込締切：５月２５日（土） 

補習レッスン 
予約のお願い 

Summer Schedule 2019 

今年の Summer Schedule は７/20～8/8 と 8/17～8/30 で行われます。 

詳しいスケジュールと内容は、来月以降の Santa Monica でご案内します。 

例年より長めの期間となっていますので、しっかりと計画を立てて参加しましょう！ 

Summer 2019 
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～Energy Source～

“Don’t Quit!” 
When things go wrong, as they sometimes will, 
When the road you’re trudging seems all uphill, 
When the funds are low and the debts are high, 
And you want to smile, but you have to sigh, 

When care is pressing you down a bit, 
Rest, if you must, but don’t you quit. 

 
Success is failure turned inside out, 

The silver tint of the clouds of doubt, 
And you never can tell how close you are, 

It may be near when it seems so far, 
So stick to the fight when you’re hardest hit, 

It’s when things seem worst that you must not quit”. 
 

-Author Unknown 

 

「あきらめるな！」 

物事がうまく行かない時、それは時々あることだが 

あなたが歩いている道が全て登り坂に見える時 

お金が不足して、借金が多い時 

又、あなたは微笑みたいのに、ため息をついてしまう 

心配事であなたは押しつぶされそうな時 

もし必要ならば休みなさい 

しかし、決してあきらめてはいけない 

 

成功と失敗は裏表だ 

疑いの雲がたちこめる時 

そして、あなたが成功までどれ程近くに来ているかわからない 

成功は遠くに思えても、近くにあるのかもしれない 

だから、その戦いが一番大変な時、あなたの戦いを最後までやり遂げるのです 

物事が悪い方向へ行っている時こそ、あなたはあきらめてはいけないのだ 

 

訳：渡邊 節子 

 

 


