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“If you wish to reach the highest, 
begin at the lowest!” –Publilius Syrus 
もしあなたが最も高いレベルに到達したいのなら、 

最も低い基礎のレベルから始めなさい！ ―プブリリウス･シュルス 

 

「英語は暗記しなければ何も始まらない」と言い続けて 30 年以上。数年前の日経新聞にも次

のような記事がありました。様々な試験に勝つ為にも基本は同じ、覚えることです。どうぞ合わせ

てお読みください。 

『暗記を軽視せず、覚えることは覚える 

覚えるべきことは集中して覚える 

成績があまり芳しくないという人は、基本的なことを覚えていないことが多いように思い

ます。例えば、数学の定理もいえないのに、問題集ばかりやっていたりします。 

暗記を軽視する人がいますが、暗記することで問題をきっちり解けるようになり、勉強が

面白くなってきます。受験を勝ち抜くため、覚えるべきものは覚える。まずはこれに尽きる

のではないでしょうか。 

もう一つ。記憶するときに、漫然と 1 時間かけるのはいけません。人間はせいぜい 10 分

くらいしか集中していないので、残り 50 分妄想しているようなものです。記憶は分刻みでや

る方がいいのです。5 分以内にここまでやると決めて覚える。あくまで 1 分 1 分を意識して

勉強することが大切です。』      2014 年 10 月 16 日日経新聞朝刊掲載「新・教育学」より 
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Watanabe Academy  Gakugeidaigaku 

Watanabe Academy  Senzoku 

Watanabe Academy  Kajigaya 
2017 年 11 月 

2 月 

4 日(日)…2017 年度第 3回英検 Jr.実施 

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2回英検二次試験A日程実施 

25日(日)…2017年度第2回英検二次試験B日程実施 

11 月 

3 日(金)…「文化の日」レッスン休み 

5 日(日)…2017 年度第 2回英検二次試験 A日程実施 

    …2017年度第2回英検Jr.実施(学芸大学教室) 

    …TOEIC, TOEIC Bridge 実施(学芸大学教室) 

12 日(日)…2017 年度第 2回英検二次試験 B日程実施 

23 日(木)…「勤労感謝の日」レッスン休み 

1 月 

1 日(月)～5 日(金)…通常レッスン休み 

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 

12 月 

8 日(金)～23 日(土)…Winter Schedule 

13 日(水)…2017 年度第 3回英検申し込み締切 

24 日(日)～31 日(日) …通常レッスン休み 

2017 年 11 月 – 2018 年 2 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 2 回英検二次試験 

＊3 級以上を、ワタナベアカデミーで受験、

一次試験に合格した方 

日付；11 月 12 日（日） 

場所；一般会場（ご自宅へ案内が郵送されます） 

2017 年度第 2 回英検 Jr.実施 

実施日；11 月 5 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 

 15:00～  Gold 

Announcement 

 
 

 

 

 

 

 

 

テストの２週間前より、補習を無料で受けられます。お申込みは「英検・英検 Jr.・テスト

の補習希望日」を各教室に希望日の２日前までにファックスで送るか、担当の先生に直接、

手渡して下さい。なお、ご希望の時間帯が満員になった場合や、前日または当日のお申込

みは、変更をお願いする場合があります、ご了承ください。 

テスト対策について 

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 

TOEIC/TOEIC Bridge 実施 

実施日；11 月 5 日(日） 

場所；ワタナベアカデミー学芸大学教室 

時間；10:00～  TOEIC 

15:00 ～ TOEIC Bridge 

申込締切；11 月 4 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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Energy Source 

Winner vs. Loser 

The winner is always part of the answer; 

The loser is always part of the problem; 

The winner is always has a program; 

The loser is always has an excuse; 

The winner says,  

“Let me do it for you,” 

The loser says,  

“That’s not my job,” 

The winner sees an answer for every problem; 

The loser sees a problem for every answer; 

The winner sees a green 

near every sand trap; 

The loser sees two or three sand traps 

near every green; 

The winner says, 

“It may be difficult but it’s possible,” 

The loser says, 

“It may be possible but it’s too difficult.” 

Be A Winner! 

 

勝者と敗者 

勝者は常に、解決する方法を持っている。 

敗者は常に、問題を引き起こす。 

勝者は常に、計画を持っている。 

敗者は常に、言い訳をする。 

勝者は言う、 

「あなたの為にそれを私にやらせてくれ」と。 

敗者は言う、 

「それは、私の仕事ではない」と。 

勝者は、全ての問題に対して、答えを見出す。 

敗者は、どういう答えに対しても問題を見出す。 

勝者は「バンカー」の近くに 

「グリーン」を見つける。 

敗者は「グリーン」の近くに 

２，３の「バンカー」を見つける。 

勝者は言う、 

「それは難しいかもしれないが、可能だ」と。 

敗者は言う、 

「それは出来るかもしれないが、それはあま

りにも難しい」と。 

勝者であれ！ 

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！ 


