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“It’s easy enough to be a starter, but are you a sticker, too?
It’s easy enough to begin a job. It’s harder to see it through!”
Margaret Thatcher
「始めることは簡単だ、しかし、あなたは辛抱強くやる人なのか？
仕事を始めるのは簡単だ。その仕事をやり通すのがずっとずっと難しいのだ！」
―マーガレット・サッチャー

Visions of a Summer Well Spent
A is for the Accomplishments you made during the summer
B is for the Brain you fed with knowledge
C is for the CD from Watanabe Academy you listened to with glee
D is for the Disappointment you feel at the end of the summer
E is for the Excitement you had everyday
F is for the Fun you stumbled upon
G is for the Guilt you felt for not doing your homework
H is for the Happy days of summer
I is for all the Ice Cream you ate
J is for the Joy you felt when looking at the bright blue sky
K is for the Key to your future
L is for all the Laughs you experienced
M is for the Moments you cherish
N is for the magnificent Nature you explored
O is for the Ocean that lay in front of you
P is for the Pool you wanted to soak in forever
Q is for all the new Questions you have about the world
R is for the Relaxation you enjoyed
S is for all the beautiful Sunsets you observed
T is for the great Tan you have
U is for the Undying passion you have for the summer
V is for all the Vermin you will eliminate from your newfound path
W is for the Warmth of the summer breeze
X is for all the XL (extra large) new expectations you have
Y is for You, that has transformed into something better
AND
Z is for the Zeal with which you made possible, this magnificent summer!
Have a wonderful summer, everyone!
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7月―10月の予定
7月
25日(月)～8月22日(土) … レギュラーレッスン休み
8月
16日(火)～21日(日)…白馬英語キャンプ
23日(火)～26日(金)…夏期集中レッスン（前期）
28日(日)～31日(水)…夏期集中レッスン（後期）

2日(金)…レッスン開始
19日(月)…敬老の日 休み
20日(火)…2011年度第2回英検申し込み締切
23日(金)…秋分の日 休み

10月
4日(火) …2011年度第２回児童英検申し込み締切
10日(月) …体育の日 休み
16日(日) …2011年度第２回英語検定１次試験
24日(月)～29日(土) …児童英検実施

留学

堤 優香 さん（清明学園中学在学）

慶応義塾 ニューヨーク学院 合格

Announcement
Ashley Mason 講師 来日延期のお知らせ
この度、８月末の白馬英語キャンプから３ヵ月間、英語の指導にあたる予定でありました、Ashley
Mason 講師が家庭のご事情により、来日が延期となりました。

レギュラーレッスンお休みのお知らせ
７月２５日（月）～８月２２日（月）まで通常授業はお休みとさせていただきます。

Announcement
７月～８月のワタナベアカデミー事務所 OPEN 日
・7 月 27 日（月）～7 月 29 日（金）
・8 月 8 日（月）～8 月 11 日(木)
・8 月 23 日（火）～31 日(水)
午前９：００～午後５：００までオープンしております！

夏期集中レッスンについて
前期 ８月２３日（火）～２６日（金）実施
後期 ８月２８日（日）～３１日（水）実施
持ってくるもの：

①Summer Reading のテキスト
②単語帳
③自分で訳をした人はそのノート

※指定された目標を達成した生徒さんにはプレゼントを用意しております！
夏期集中特別レッスンの日時ご変更希望の方は、先月各生徒さんにお送りしたプリントにご記載の
上、必ず７月３１日（日）までに FAX（０３－３７１４－２５３５）でお知らせください。

白馬英語キャンプについて
長野県白馬村栂池ヒュッテで英語キャンプをいたします。
※白馬英語キャンプにご参加の方は、後日集合時間や場所、交通費等についてご連絡致します。

日時：

8 月 16 日(火)～8 月 21 日(日)(5 泊 6 日)

ホームページリニューアル！９月頃完成予定！
この度、ワタナベアカデミーのホームページを新しくすることとなりまし
た。９月頃完成予定ですので是非みなさん、ご覧ください

小学生部屋にパソコン４台新入荷！
小学生部屋に新しいパソコンが４台入りました。休み時間やお勉強の終
わりの時間を使って、英語の勉強に役立てて下さい。

Energy Source

新しい希望

多分私達は人生の失望の全てを決して理解すること
はないでしょう。
しかし、一つ一つの失望は、自分自身をじっと見つめ
るチャンスなのです。
自分の持っている力を見出し、
夢が破れた時でさえも成し遂げることができる自分に
気づくのです。

一つの夢が終わった時、
もう一度夢を見始めることができるのに気付きます。
そしてあなたが夢をみることが出来る限り、
あなたは、人生での新しい場所を見つけ、
新しいゴールを定め、
新しい、そしてもっとしっかりした基盤をつくることがで
きるのです。
人生が与えてくれるものに対して
新しい、またもっと良い期待と共に

一つ一つの失望で
あなたは自分自身をもっとよく理解し、
そして、あなたがどんなに強くなっているのかを
よりはっきりと分かることができるのです。

－シャロン・デイヴィス
（渡邊 節子訳）

