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“Knowing is not enough: we must apply. 

Willing is not enough: we must do.” 

知ることだけでは充分ではない、それを使わなければならない。 

やる気だけでは充分ではない、それを実行しなければならない。 

-Goethe － ゲーテ 

 

「時間がありませんでした」とは、何とよく聞く言い訳でしょう。はたして、世界中で 

１日24時間与えられていない人が本当にいるのでしょうか。どんな人にも１日24時間以上

でも以下でもなく、24時間与えられています。 

「あー、時間が無い！」という、言い訳が心に浮かんだら、同時にそれが勘違いである

事に気付くべきです。優先順位の使い方がまちがっているだけなのです。10年後に自分は

どうなりたいのかを考えて、その姿を心に描き、そうなるために今日何をすべきか、優先

順位をつけるのです。 

6月10日は「時の記念日」でした。無料で与えられている「時間」の無駄遣いをやめると

毎日の生活がすっきりとしてくるはずです。無駄なエネルギーを使わない「省エネ」だけ

ではなく、無駄な時間を使わない「省タイム」をやるべきでしょう！ 

 

渡邊 節子 

  

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 6月 – 10月 

6月 

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 

16日(月) …敬老の日。レッスンお休 

 

 

Watanabe Academy  Gakugeidaigaku 

Watanabe Academy  Senzoku 

Watanabe Academy  Kajigaya 

http://watanabe-academy.com 

2019 年 7 月 

10月 

6日(日)…2019年度第 2回英検一次試験実施 

14日(月) … 体育の日。レッスンお休み。 
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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】 

・振替や補習はお子様に伝言ではなく、メモ用紙などで結構ですので、書いてお渡し頂きますよう 

お願いします。  

【学芸大学 中学生教室】  

・7 月に期末試験がある方は、日程が分かり次第担当の先生に伝えてください。 

 試験の補習はお早めに、ネットからご予約下さい。前日・当日のご予約はご遠慮ください。 

・夏期講習の宿題は、必ず取り組んでください。必ず全員に出します。 

【学芸大学 大教室】  

・夏に特別カリキュラムを希望される方（受験対策、TOEFL 対策 etc.）は担当に申し出てください。 

・高校生は通常 3 時間半のレッスン時間です。もし、1 回のレッスンで難しい場合は、週 2 回に分けて 

通うことも可能です(2 時間＋1.5 時間など)。担当の先生（塩谷 or デワン）に相談してください。 

【洗足教室】 

・夏が来ましたね！有意義な夏休みになるよう、毎日サマーリーディングに取り組んでください！ 

【梶ヶ谷教室】  

・長いお休みだからこそ取り組める Summer Reading！直接、英検や学校の英語の勉強とは関係がないように

思えるかもしれませんが、英語を学ぶという事は「これを学んだから、あれが出来るようになる」と一直線

につながるものばかりではありません。Summer Reading をしっかりと取り組むと、英語の全体的な力がつ

きます。梶ヶ谷の生徒さんは、7 月の Summer Schedule(前半)は学芸大学教室になりますので、別紙をご確

認下さい。 

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 
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➢ 補習レッスンは試験(英検、定期試験 etc.)の 2 週間前から行えます。 

(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。) 

➢ 振替レッスンは原則翌月までのご利用となります。（※5月分の振替は 6月末まで） 

➢ 英検前や学校の定期試験の時期は、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/メール等での予約を担当の先生まで送ってください。 

A 日程：6 月 30 日(日) 

B 日程：7 月 7 日 

英検二次面接の練習は 2 週間前から行います（A 日程：6/17～、B 日程：6/24～） 

➢ 面接練習は英会話の先生と 1回 30分（最大 3人まで）、合計 3 回行えます。 

➢ 予約制となっていますので、合否が分かり次第ご予約をお願いいたします。 

※予約票は担当の先生からもらってください。Faxでお送りする事もできます。 

➢ 直前の土曜日などは混み合いやすくなっております、予めご了承ください。 

➢ A日程 B日程の詳しい区分につきましては、こちらをご参照ください。

https://www.eiken.or.jp/eiken/schedule/#nijiAB 

Announcement 
 

  

補習/振替レッスン 
予約のお願い 

前期：7/20～8/8（学芸大学教室のみ） 

 後期：8/17～8/30（全教室） 

今年もワタナベアカデミーが厳選した Summer Readingをご自宅にお送りします。 

必ず毎日取り組んでください、必ずみなさんにとって、大きな力となります！ 

詳しい内容・スケジュール等は、別紙の案内をご確認ください。 

Summer Schedule 
 2019 

2019 年度第 1回 
英語検定：二次試験面接 

https://www.eiken.or.jp/eiken/schedule/#nijiAB
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～Energy Source～

 

“Pounding the Rock” 

“When nothing seems to help, 

I go back and look at the stonecutter hammering away at his rock  

perhaps a hundred times without as much as a crack showing in it.  

Yet at the hundred and first blow it will split in two,  

and I know it was not that blow that did it  

— but all that had gone before”. 

 

-Jacob Riis “Stonecutter Credo” 

 

 

「岩を叩くがごとく」 

何もうまくいかないと感じるとき、 

私は石工職人が岩を叩くのを見に行く。 

おそらく 100回叩いても亀裂さえできないだろう。 

しかしそれでも 100と 1回目で真っ二つに割れることもある。 

私は知っている、その最後の一打により岩は割れたのではなく、 

それ以前に叩いたすべてによることを。 

 

ジェイコブ・リース「石切工の信条」 

 

 


