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3月 

⇒24日（火）…Spring Schedule（16日間文法特訓） 

21日(土) …文法特訓あり 

3月25日(水)⇒4月5日(日)…春休み 

5 月 

4日(月）⇒6日（水）ゴールデンウィーク休み 

7日(木)⇒11日(月)…レッスン休み（教師・講師研修） 

13 日(水)…2015 年度第１回英検申し込み締切 

27 日(木)…2015 年度第１回児童英検申し込み締切 

 

 

6 月 

8 日（日）⇒2014 年度第１回英検実施 

 

 

 

 

 

 
 
 

“We cannot change yesterday. We can only make the most of today, 
And look with hope toward tomorrow!” 

                                                 
「私達は昨日を変えることはできない。私達ができるのは、今日という日を最大に生かし、 

そして希望と共に目を向けることだ。」 
                               

桜の季節がもうすぐです。1 年で 1 番ウキウキする季節です。「あれを始めよう！」、「これ

もやってみたい！」と夢が膨らむ季節です。皆さんは「英語ができるようになりたい！」と夢を持

って、ワタナベアカデミーの英語の勉強を始めていらっしゃることでしょう。確かに、英語ができ

れば何も損はありません。しかし、そのうらには地味な、毎日の努力がかくれているのに気付いて

下さい。勉強もそうです。運動もそうです。ダイエットもそうです。その裏に隠れている「毎日の

地味な努力」もあなたの夢の中に含めておかないと、表の夢は実現しません。 

夢を持って始めることは、だれにでもできます。しかし難しいのはそれを続けることです。

どういう人も「今日はさぼりたいな」という声が聞こえてくるときはあるのです。ところがそこが

「勝負」の分かれ目です。自分の中の初心を覗き見て、重い足でも、一歩一歩と進むのです。 

Spring Schedule, “Be a Winner” Session でお渡しした”Winner VS. Loser”の下敷きを時々読み返

し、「勝者」の側にいることを確認してください。そうすれば、その先に皆さんが思い描いた「夢」

の「実現」があるのです。 

本年度も、みなさんとご一緒に「人生の勝者」である様に頑張っていきたいと思います。 

 

ワタナベアカデミー 

スタッフ一同 

 

 

 

 

 

  

  

  

4 月

 

6 日（月）…レッスン開始 

19 日（日）…サマープログラム説明会  

29 日（月）…昭和の日 休み 

 

 

 

2015 年 2 月―6 月 

2015 年 4 月 

Watanabe Academy  Gakugeidaigaku 

Watanabe Academy  Senzoku 

http://watanabe-academy.com 
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 Announcement① 

レッスン/事務について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spring Schedule “Be a Winner!”（文法特訓）は、学芸大学教室

も、洗足教室も、大勢の生徒さんが出席し、みなさん「勝者」

になるべく、頑張りました。4 月からも引き続き、レッスン

を休むことなく、頑張ってください。 

Spring “Be a Winner” Session 

完了！！ 

ケリー・ブロックルハースト講師（イギリス出身）は、ビザの切り替えの為、1 月より

イギリスに帰国していましたが、4 月に日本へ戻ってくる予定です。何も問題なく、帰

国できましたら 4 月より会話を復帰いたします。年間スケジュールでお知らせしていま

すように５月→７月は後２名の英会話の講師に来てもらい、”５月→７月英会話強化”を
します。 

４月の会話について 

 ５月７日→５月１１日は、講師、講師の研修会のため、ワタナベアカデミーは学芸大

学教室、洗足教室ともお休みとさせて頂きます。この期間のレッスンはご都合のよい

時にお振替をお願いします。 

教師、講師研修会 

年間スケジュール/Rules 

「通塾に関してのルールのご説明」と（株）ワタナベアカデミー独自のメリハリをつ

けた「年間スケジュール」の２枚を同封しています。どうぞ保存して下さい。 
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Announcement② 
短期留学について 

ご興味のプログラムに○を書き、４月１８日（土）までに 03-3714-2535 へファック

スして下さい。また個別でご説明するプログラムはご希望の日時を第三希望までご記

入下さい。説明日時は後日 FAX でご連絡いたします。 

 

プログラム名 説明会日時 参加希望 説明のご希望日時 

Julian Krinsky  

Summer Camp 
４/19 

13：00～15：00 
  

Watanabe Academy 

Summer Tour 
４/19 

13：00～15：00 
  

Boston University 
Summer Challenge for High 

School students 

個別 
（3/10締め切り） 

 

①  月  日   時 

②  月  日   時 

③  月  日   時 

Fay School  
Summer Immersion 

Academic Program 

４/19 
13：00～15：00 

  

Lawrence Academy 
Language Immersion 

Program 

４/19 
13：00～15：00 

  

Yale University 
English Language Institute 

for High School Students 

４/19 
13：00～15：00 

  

Georgia Tech 

Language Institute 
個別  

①  月  日   時 

②  月  日   時 

③  月  日   時 

Drake University 個別  

①  月  日   時 

②  月  日   時 

③  月  日   時 

 

お名前                     

FAX 番号                     
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Announcement③ 
Congratulations 

進学、留学おめでとうございます。 

遠藤 了  慶應義塾大学医学部 

太田  奈央  慶應義塾大学経済学部Ａ 

大塚 梨紗  慶應義塾大学経済学部Ｂ 

鴨志田 美鈴  明治学院大学国際学部国際学科 

菊池 晋太郎 慶應義塾大学法学部政治学科 

久下 真広  慶應義塾大学商学部 

堺  由菜  慶應義塾大学法学部法律学科 

坂田 裕紀  慶応義塾大学環境情報学部 

佐藤 万純  慶應義塾大学法学部政治学科 

立石 万結  慶應義塾大学法学部法律学科 

鳥飼 紗帆里 青山学院大学国際政治経済学部国際政治学科 

成田 千賀子 成城大学社会イノベーション学部心理社会学科 

中野 道三郎 慶應義塾大学経済学部Ｂ 

花井 万莉奈 慶應義塾大学経済学部Ａ 

松村 優里奈 慶應義塾大学法学部政治学科 

安福 真  慶應義塾大学法学部法律学科 

山田 哲司  明治学院大学社会学部社会福祉学科 

八木 彩那  慶應義塾大学総合政策学部 
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若井 愛莉  St.Joseph’s High School Aberdeen (in Australlia) 

山本 知子  John Barsby Community School(in Canada) 

  

 

 

Energy Source 

 

Past mistakes don’t have to 

cloud up your future; 

neither do they have to prevent you 

from trying new things. 

Only if you hold on to them 

will they get in your way. 

 

You have been courageous enough 

to risk making a mistake. 

Praise yourself for your strength. 

Remind yourself that this mistake was 

most likely a necessary step for you to take 

in order to gain 

more understanding about life 

and your place in it. 

 

They look to the future and realize 

that your dreams are still there. 

They may have changed, 

but they are still your dreams. 

 

                    -Donna Levine 

 

 

過去の過ちで、あなたの未来を 

暗くする必要はない。 

又、その過ちで新しい事柄を 

やろうとする志をやめる必要もない。 

その過去の過ちにのみにしがみつくと 

あなたの進む道を邪魔することになる。 

 

 

 

 

あなたは過ちをおこすほどの 

大いなる勇気を持っているのだ。 

あなた自身の力をほめなさい。 

この過ちは、 

人生と人生の中でのあなたの場所を 

より理解する為には 

通らなくていけない道のりであったと 

心に刻みなさい。 

 

 

 

 

 

そして未来を見てみると、 

そこにはまだあなたの夢があることに 

気付くのです。 

その夢は、変わったかもしれないが、 

まだあなたの夢にかわりはないのです。 

 

                    ドナ・リバイン 

 

                     訳：渡辺 節子 

 

 


