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“All things are difficult before they are easy”
- Thomas Fuller(全ての事は難しい、それらが簡単になる前は！)

間もなく長い夏休みがやってきます。今年の夏の計画は出来ましたか。何かをやり遂げる為
には、motivation（動機）⇒ action（実行）⇒ goal（目標）が必要です。
例えば、皆さんは英語が出来るようになりたいという motivation（動機）を持ってワタナベアカ
デミーで勉強をしていらっしゃるのですから、action（実行）の一部としてだされている宿題をやらなけ
れば「英語ができる」という goal（目標）はやって来ないのです。
7 月 8 月のサマー・スケジュールに予定しています“Summer Reading”も皆さんの英語が出来
る様になりたいという goal（目標）に対してワタナベアカデミーが準備したものです。それを action（実
行）に移すのは皆さん一人一人です。そうすれば「英語が出来るようになる」という goaｌ（目標）に近づ
いてくるのです。action をとらずに goal はやってきません。
６月末より、皆さん全員に今年の Summer Reading をお送りします。必ず説明通りに実行し
てください。そして今年の夏が終わった時には、英語の力が上達している goal を確認して下さい。
お送りします Summer Reading の「本」以外は、全てワタナベアカデミーのスタッフ全員で作
製したものです。一般に販売されているものではありません。
全ては motivation⇒action⇒goal です。常にこのプロセスを考えて実行して下さい。
渡邊節子

2015 年 7 月―10 月
7月

9月

5 日(日)…2015 年度第 1 回

英検 2 次試験

実施

20 日(月) …通常 レッスン休み（海の日）
21 日（火）…Summer Schedule 前期開始(学芸大学)
22 日（水）…

3 日(木)…通常レッスン開始
15 日（火）…2015 年度第２回

英検申込み締切

20 日(日)⇒23 日(水) …通常レッスン休み（シルバーウィーク）

WA Summer Tour 出発 (USA)
10 月

8月

11 日（日）…2015 年度第 2 回

9 日(日)⇒22 日(土)

12 日（月）…通常レッスン休み（体育の日）

…通常レッスン及び Summer Schedule お休み
17 日(月)⇒21 日(金)
…English School at Hakuba（今月号に同封）
23 日(日)⇒31 日(月) …Summer Schedule 後期
（学芸＆洗足）

英検１次試験 実施

Announcement①
レッスン/事務について

Summer Schedule
7 月 21 日⇒8 月 31 日
7 月 21 日（火）⇒8 月 31 日（月）の間は通常カリキュラムとは異なる Summer Schedule
となります。カリキュラムは各生徒さんへお送りする Summer Reading の英語の本
とその単語の暗記と日本語訳の英語トレーニングです。
 テスト準備や TOEFL テスト準備、受験勉強等も Summer Schedule 中に進めるこ
とができます。
 クラスを選択していない方は、６月３０日必着で葉書を投函して下さい。
 念の為に、サマー・スケジュールを今月も同封しています。
 サマーリーディング以外の勉強をご希望の方は、6 月中に担当の先生へ相談し
て下さい。

Summer 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



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 Summer 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！

Summer Schedule 前期と後期
（この間は、日曜、祭日もレッスンします）
 前期⇒7 月 21 日（火）～8 月 8 日（土）
この期間は、学芸大学教室のみ行います。只、洗足教室の生徒さんは原則と
て
して後期の受講になりますが、ご希望の方は前期に学大で振替も可能です。
 後期⇒8 月 23 日（日）～8 月 3１日（月）
この期間は、学芸大学教室、及び洗足教室の両教室でレッスンします。

Announcement②
レッスン/事務について

教材を忘れずに！
単語のテストや英検教材等、お渡ししている教材をお忘れのケースが増えています。作
成している教材にも限りがありますので、どうぞレッスンにはお忘れなくお持ち下さ
い。

Summer Reading 送付
各生徒さんに準備しました Summer Reading を６月３０日に送付致します。
皆が知っている名作を準備しています。是非楽しみながら、夏休みの間、しっかりと取り組
0211111111111111
んで下さい。Summer Schedule でワタナベアカデミーへいらっしゃる際には、必ずその一式を
お持ちください。

English School at Hakuba
北アルプスの大自然の中での英語トレーニング合宿
8 月 17 日～8 月 21 日

1 人１人のレベルに合わせたアメリカの教材を使って英語体験学習です。Scavenger Hunt, CSI
Crime Solving Games, ミサンガ作り、劇（小学生）とオピニオン・ライティング（中学生以
上）の英語でのプレゼンテーション、などのアクティビティを通して英語を学びます。申込
み締切は 6 月 27 日(土)です。外部生も参加可能です。以下が今年の担当のスタッフです。
 全体/文法 ： 渡邊節子
 小学生
： ケリー・ブロックルハースト、坂口いずみ
 中学生
： 福本彩乃、山口若菜
 高校生
： アカネ・フォーブス、永井麻莉子

Announcement③
Summer Reading 2015
今年は以下の本が Summer Reading です。7 月のはじめに各家庭に送りますので、どうぞ楽しみにお
待ちください。

レベルの目安
英検Ｊｒ．ブロン
ズ
英検Ｊｒ．シルバ
ー

本題

色、簡単な形容詞の英単語を通

I like Bugs.
by Margaret Wise Brown

Maisy Goes Shopping
by Lucy Cousins

英検Ｊｒ．ゴール
ド

して、楽しめる初歩的な本です。

ネズミのメイシーのシリーズです。
お友達のチャーリーとお買い物に
いく楽しい本です。

基礎的な単語、簡単な英文で書

Arthur’s Reading Race
By Marc Brown

かれている本です。ネズミのアー
サーと妹ちゃんで、町中のものを
読んでいくお話です。

/英検 5 級
英検 4 級

内容

Aesop’s Fables
Retold by Ruth Hobart

だれもが知っているイソップ物語
が読みやすい英語で書かれてい
ます。
だれもが知っているトムソーヤー

英検 3 級

The Adventures of Tom Sawyer
by Mark Twain

の冒険です。基本的な英語を使
い、より読みやすく書かれていま
す。
オー・ヘンリーによる短編集です。

英検準 2 級～2 級

New Yorkers Short Stories
by O. Henry

人間の苦しみと優しさが上手に描
かれている名作が集まっていま
す。
1945 年より世界で愛されている

英検 2 級

Pippi Longstockings
by Astrid Lindgren

「長くつ下のピッピ」の本です。天
真爛漫のピッピの冒険を英語で
楽しんでみてください。

英検準 1 級/1 級

The Next 100 Years
by George Friedman

地政学上の観点から、100 年後の
世界を予測しようという大胆な試
みを行った一冊です。緻密なデー

タと歴史的事象をもとに大胆なシ
ナリオが展開されます。

Energy source
Past mistakes don’t have to
cold up your future;
neither do they have to

過去の過ちで、あなたの未来を暗くする
必要はない。
また、その過ちが新しい事柄をやろうとする

prevent you from trying new things.
Only if you hold on to them
will they get in your way.

志の妨げになる必要もない。
その過去の過ちにのみしがみつくと
自分自身を制限することになるのだ。

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

あなたは過ちを起こすほどの
大いなる勇気を持っているのだ。
あなたは自分自身の精神力をほめなさい。
この過ちは、
あなたの人生とその意味を
より理解するのに

more understanding about life
and your place in it.

通らなくてはいけない道のりであった事を
思い起こすといい。

Look into the future
and you will realize that your dreams
are still there.
They may have changed,
but they are still your dreams.

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
気付くでしょう。
その夢は、少し変わったかもしれないが、
それはまだあなたの夢なのだ。

Donna Levine

ドナ・レヴィン
渡邊節子 訳

