2015 年 8 月号

“All great achievements require time!”
（全ての偉大なる業績は、時間を必要とする。）-David Joseph SchwartsSummer only comes once a year
Like your birthday, Christmas, or New Years
You plan for it, dream about it, wish it would
arrive
And when that day comes, “Boom”, you realize,
That your summer days have all but gone by
What to do, what to do, what to do …
Well, there are only a few things you can do.
Summer is the only time that allows for ample
time
To make your weaknesses into your strengths
And your strengths into your gift
That will guide you to success during your
lifetime.

夏は一年に一度やって来る。
あなたの誕生日、クリスマス、新年の様に。
あなたは夏の計画し、夢を描き、そして夏が来るのを待
ち望む。
そしてその日がやって来たら、“ボーン！”あなたは気
付く。
あなたの夏の日々がやって来て過ぎ去ったことを！
何をしよう、何をしよう、何をしよう・・・
そう、あなたが出来ることはいくつかあるのだ。
夏はあなたに豊かな時を与える唯一の時。
あなたの弱点をあなたの力にするための時。
そしてその力をあなたの人生の成功へと導く
おくりものにする為の時。

夏は貴重だ。夏は楽しい。夏はあなたの権利だ。
コントロールして、このチャンスを使いなさい。
Summer is precious, summer is fun, and summer is 自分自身を再び創る為に。
your right.
あなたが出来ると考えるもの以上のものへ。
Take control and use this chance
英語を勉強しなさい。フランス語を勉強しなさい。
To reinvent yourself
何であろうと、あなたの心がしたいと思う事を勉強しな
Beyond what you think you can.
さい。
Study English. Study French. Study what your 何故ならば、いつの日か、あなたはこの夏の日々を感謝
するのです。
heart desires. 2015 年 7 月―10 月
その日々があなたの勝利にあなたを押し進めたという
Because someday you will thank
ことで
Those summer days
That propelled you to your victory.
マニエー渡辺 馨子
Kaoruko Magnier-Watanabe

7月
21日（火）…Summer Schedule 前期開始(学芸大学)
22 日（水）…

9月
3 日(木)…通常レッスン開始

WA Summer Tour 出発 (USA)

15 日（火）…2015 年度第２回

8月

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）

9 日(日)⇒22 日(土)
…通常レッスン及び Summer Schedule お休み

10 月

17 日(月)⇒21 日(金)

11 日（日）…2015 年度第 2 回

…English School at Hakuba

英検１次試験 実施

12 日（月）…通常レッスン休み（体育の日）

23 日(日)⇒31 日(月) …Summer Schedule 後期
（学芸＆洗足）
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Announcement①
レッスン/事務について

Summer Schedule

7 月 21 日⇒8 月 31 日

（この間は、日曜、祭日もレッスンします）

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。必ず担当先生に事前に相談してください。
 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
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

ワタナベアカデミーお休み期間
８月７日⇒8 月２２日

8 月 7 日～22 日まで、事務所を含んで、ワタナベアカデミーは休みとなります。この間は、ご連絡
の際は、info@watanabe-academy.com にメールを下さい。
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Announcement②
レッスン/事務について
洗足教室の夏期期間
洗足教室に関しては以下の 2 点にお気を付けください。
① 7 月 21 日（火）～8 月 22 日（土）までは、お休みとなります。ご用件がある
場合、7 月 21 日～8 月 8 日までは学芸大学教室（3714－1136）までご連絡下
さい。
② Summer Schedule の期間中、洗足教室がある青柳ビルの外装工事が入ります
が、洗足教室は開いています。

教材を御忘れずに！
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。

Summer Schedule での日程変更

例

Summer Schedule でいらっしゃる日程
をご変更される場合、以下の内容を前
日までにファックス（3714-2535）で
ご連絡下さい。
① お名前
② 学年
③ 教室

日程変更希望ファックス記入例





渡辺赤子
中学 2 年生
学芸大学教室
３⇒５に変更

④ 変更コマ番号

英検申込み受付期間
2015 年度第 2 回英語検定試験の申込期間は 8 月 3 日～9 月 15 日になります。夏休み期間になりま
すので、どうぞお申込みをお忘れずに。
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Announcement ③
レッスン/事務について
速読クラス開始・Power Up Class 変更のお知らせ
学芸大学教室
開催曜日：月～土曜日
開催時間：19:30～20:00、15:30～16:00（土曜日のみ）
内容：Time 誌レベルの英文の音読と dictation
担当先生：ケリー・ブロコハースト、アカネ・フォーブス
対象者：英検 2 級合格者、及び希望者
授業料：特になし。但し学芸大学教室以外の生徒の受講希望者には別途授業料
Power Up Class （TOEFL iBT/IELETS 対応）は速読クラス後の１時間となります。

新スタッフの紹介
Akane Forbes 先生が、8 月 15 日よりアメリカ合衆国のアーカンソー州にある Ouachita
Baptist University を卒業し、ワタナベアカデミーでスタッフに加わります。皆様をし
っかりとご指導できるよう努めてまいります。どうぞよろしくお願い致します。

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

人生は飛ぶ事のできない羽の折れた

winged bird that

鳥の様なものだからだ。

cannot fly.
Longston Hughes

訳：渡邊節子
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５月～７月まで皆様の会話の先生をしていたアーレニス・ヴァルデズ先生と、ダーシー・ナイト
先生がアメリカに戻ります。二人からのメッセージです。

Message from Arleneys Valdez
Hello everyone,
Thank you so much for all the lovely
memories. It was great getting to know
all of you. Please stay safe, good luck
with your studies, and have a wonderful
summer vacation!
Sincerely, Arlenys

Message from Darcie Knight
I was so happy I had the chance to get to
talk and get to know everyone! Even if it
was only for a short time, I really enjoyed
my time as a conversation teacher. I hope
everyone will continue studying English
and do well in their future studies. Have
a wonderful summer!
From Darcie
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