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to stay the same one must change

同じである為に、人は変わらなければならないのです

To do or to not

やるのか、やらないのか

To not or to do

やらないのか、やるのか

Either way, it seems the same

どちらにしても、同じに見えます

But to stay the same
You have to change.
Because to go forth, takes courage

しかし、同じである為には、
あなたは変わらなければならないのです。
何故なら、先へ進むことは勇気のいることです
未知の道を整える勇気を

Courage to pave a path of unknown

先へ進む為には、信念をもつこと

To go forth, takes belief

とても強い信念を！

A belief so strong

今日を保つ為には進化がカギです

To maintain today, evolution is key

よりよい明日への扉を開ける為に

To open the door to a better tomorrow

去ることは様々な言葉をもたらします

To leave, brings words
Words harsh and cold
To leave, brings disbelief

きびしかった時には冷たい言葉を
去ることは不信をもたらします
捨て去るのだという非難と共に
しかし去ることは育成するのです

With accusations of abandonment

今日持っている宝物を

But to leave, will nurture

そしてより輝く明日をつくるのです

The treasures of today
And make a brighter tomorrow
Change is good
Change is essential
Change is needed
Change should be welcomed
To renew today
To prepare for tomorrow

変化は良いことです
変化は不可欠なものです
変化は必要なものです
変化は歓待されるべきものです
今日という日を再び新しくし、
明日という日を準備する為に
変化は自分の村を必要とします
人生の旅路を出発する為に
そして、その援助なくしては

It takes a village

変化は起こることが出来ないのです

To embark on a journey

貴方の家族、友人、そして隣人にお願いするのです

And without support

あなたが変化する勇気を持てる様に

It could never happen

何故ならば同じである為には

Ask your family, friends and neighbors

あなたは変わらなければならないのです

To encourage you to make change
マニエ 渡邊 馨子

Because to stay the same, you must change
Kaoruko Magnier Watanabe

（2018 年 6 月―2019 年 6 月
アメリカ合衆国ボストンを拠点に仕事をします）
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2018 年 7 月 – 10 月
7月

9月

1 日(日)…2017 年度第 1 回英検二次試験 A 日程実施

1 日(土)～5 日(水)…レッスン休み

8 日(日)…2017 年度第 1 回英検二次試験 B 日程実施

6 日(木)…レッスン開始

16 日(月)…「海の日」レッスン休み

17 日(月)…「敬老の日」レッスン休み

17 日(火)～19 日(木)…試験前の補習(14:00-20:00)

24 日(月)…「秋分の日振替休日」レッスン休み

20 日(金)～8 月 8 日(水)…Summer Schedule 前期
8月

10 月

9 日(木)～17 日(金)…レッスン及び Summer Schedule 休み

7 日(日)…2018 年度第 2 回英検

18 日(土)～22 日(水) … English School at Hakuba

(学芸大学教室)

24 日(金)～31 日(金) …Summer Schedule 後期

8 日(月)…「体育の日」レッスン休み

Announcement①
FAX の送信先について
レッスンの振替、英検や試験の補習、その他、担当へのご連絡などの FAX は、生徒さんの通われている
学芸大学、洗足、梶ヶ谷の各教室へ直接お送りください。
 学芸大学：０３－３７１４－２５３５
 洗足：０３－３７１４－１２７２
 梶ヶ谷：０４４－８６２－７２７１

6 月～7 月英会話強化月間
5 月末から 7 月初めまで、現在の 8 人の英会話講師に加えて、次の講師を迎え、英会話レッスンを
強化してまいります。
Caroline Phelan さん
Baylor 大学在学（アメリカ合衆国テキサス州）

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 18 日(土)～8 月 22 日(水)
1 人１人のレベルに合わせたアメリカの教材を使った英語体験学習です。Scavenger Hunt,
CSI Crime Solving Games, ミサンガ作り、劇（小学生）とオピニオン・ライディング（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。
ワタナベアカデミースタッフが指導します。締め切りは 6 月 23 日（土）です。
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Announcement②
Summer Schedule のお知らせ
7 月 20 日(金)～8 月 31 日(金)
7 月 20 日（金）⇒8 月 31 日（金）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 の英語の本の単語
テスト、文章の暗記と日本語訳の英語トレーニングです。只テスト準備や TOEFL テスト準
備、受験勉強等の生徒さんは、各生徒さんに合わせて Summer Schedule 中も進めます。
尚、Summer Schedule は、ホームページからの申し込みとなりますので、「Summer Schedule
予約の仕方」をお読みください。

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 20 日（金）～8 月 8 日（水）20 日間 11：00～19：50
学芸大学教室⇒ご希望の日時をお申込みください
洗足教室⇒お休み ※ご希望の方は学芸大学教室で振替も可能です。
梶ヶ谷教室⇒お休み ※ご希望の方は学芸大学教室で振替も可能です。
＝＝＝＝＝＝ 8 月 9 日（木）～8 月 23 日（木）全ての教室でお休み＝＝＝＝＝＝
後期 8 月 24 日（金）～8 月 31 日（金）8 日間 11：00～19：50
学芸大学教室⇒ご希望の日時をお申込みください
洗足教室⇒ご希望の日時をお申込みください
梶ヶ谷教室⇒14：00～19：50 でご希望の日時にお申し込みください
詳しくは同封の Summer Schedule のご案内をご覧下さい。

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えない方で Summer Schedule のみ受講希望の方も外部生とし
て受け付けています。03-3714-1136 までご連絡を！

Summer Reading で予定しておりました「Dr. Dolittle」は、本が絶版となり、必要数を確保でき
なかった為、「Aesop’s Fables」に変更となりました。ご了承ください。
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Announcement③
試験前の補習について
７月１７日（火）⇒１９日（木）
7月17日（火）から19日（木）まで、通常レッスンはお休みですが、20日（金）にSummer Schedule
が始まるまでに学校の定期試験がある生徒さんに限り、下記のとおり補習を実施します。

場所
学芸大学教室
＊洗足教室、梶ヶ谷教室の生徒さんは、学芸大学教室へお越しいただく
ことになります。

実施期間
7 月 17 日（火）18 日（水）19 日（木）の 3 日間

受講時間
3 日間とも午後 2 時から午後 8 時
＊開始時間は、その中で自由に決めていただけます
＊そのうち、各日、それぞれの生徒さんの通常レッスン受講時間を超えな
い長さで受けることができます

対象
7 月 20 日（金）までに試験を控えた小中高大学生

申込方法
6 月 30 日（土）までに、先月同封の申込用紙を FAX で送信するか、
レッスンの際にお持ちください
お申し込み後は、必ず、ご希望の日時にお越しください。欠席は受け付けません

Summer Programs at Watanabe Academy
主催：Watanabe Academy, USA Inc.
今年も、盛りだくさんのサマープログラムをご用意いたしております。
ご興味のある方は、下記連絡先にお問合せください。詳しく直接ご説明致します。
Watanabe Academy, USA Inc.担当マニエ―渡邊馨子
TEL:03-6892-3223 FAX:03-6892-3233
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