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このたび西日本豪雨で被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます

A new word a day will keep bad luck away!
40 summer days = 40 new words to say something in English per say!
Study diligently.
Setsuko Watanabe
一日一つの新しい言葉は、不運を吹き飛ばす。
夏休みの 40 日間 ＝ 一言一言、40 の新しい英語の言い回し。
勤勉に勉強しなさい！
もう 20 年前になりますが、
1999 年 6 月 27 日の日本経済新聞の記事に次の様な記事がありました。
『インターネットの時代になって、英語の存在はまずます大きくなっている。
政治や、ビジネスに限らず学問や芸術の世界でも、英語力が成功の鍵をにぎるよう
になってきたらしい。数学はフランス語、医学はドイツ語などの伝統的区分は消え、
英語への一極集中化が始まっている。
そのご時世に、英語力判定テストの TOEIC の成績でみると、日本人の英語力は昨年
ついに、アジアで最下位になってしまったという。このままでは日本は国際社会か
ら取り残されてしまうという危機感が広がっている。大学入試に TOEFL を採用すべ
し、英語を第二の公用語にするくらいの大英断が必要など、大胆な提案も出てきた。』
20 年前のこの状況と現状を比べると、はたして少しは良くなっているのでしょうか。世の中に
“あせり”のみが満ち溢れている様にしか思えません。皆さんは落ち着いてこの夏は、Summer
Reading の本をしっかりとマスターして下さい。きっと将来、良かったと思って頂けると思いま
すよ。
2018 年 8 月 – 10 月
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 回英検実施

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

9月

★Summer Program★

1 日(土)～5 日(水)…レッスン休み

＊白馬英語サマーキャンプ

6 日(木)…レッスン開始

★Summer Schedule★

7 日(金)…2018 年度第 2 回英検申し込み締切

＊学芸大学

17 日(月)…「敬老の日」レッスン休み

＊洗足

なし

24 日(月)…「秋分の日振替休日」レッスン休み

＊梶ヶ谷

なし
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(前)7/20～8/8

8/18～8/22

(後)8/24～8/31
(後)8/24～8/31
(後)8/24～8/31
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Announcement①
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 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！
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Announcement②
7 月末で、アメリカに帰られた英会話講師から、生徒の皆さんへメッセージです。

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

2018 年度第 2 回英語検定

2018 年度第 2 回英検 Jr.の日程などに
つきましては、次号でお伝えします。

日付；１０月７日（日）
場所；５級～２級…ＷＡ学芸大学教室
；準１級・１級…一般会場
申込締切：9 月 7 日（金）

Energy Source
Hold fast to dreams

夢をしっかりとつかみなさい。

for if dreams die,

なぜなら、もし夢がなくなったら

life is a broken winged bird

人生は飛ぶ事のできない羽の折れた
鳥の様なものだからだ。

that cannot fly.

訳：渡邊節子

Longston Hughes
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