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“The way to get started is to quit talking and begin doing!”
-Walt Disney
（何かを始めるやり方は、言うだけを止めて、行動し始めることだ！）-ウォルト・ディズニー
Summer 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。

Summer is precious, summer is fun, and summer is your right.
Take control and use this chance
To reinvent yourself
Beyond what you think you can.

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。
自分自身を再び創る為に。
あなたが出来ると考えるもの以上のものへ。

Study English. Study French. Study what your heart desires.
Because someday you will thank
Those summer days
That propelled you to your victory.
Kaoruko Magnier-Watanabe

英語を勉強しなさい。フランス語を勉強しなさい。
何であろうと、あなたの心がしたいと思う事を勉強しなさい。
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。
その日々があなたの勝利にあなたを押し進めたということで
マニエー渡辺 馨子

2013 年 7 月―9 月
7月
注:15日(月) …「海の日」レッスンあり
22日(月)～9月2日(月)…通常レッスン 休み
22日(月)～8月10日(土)：補習レッスン(詳しくはannouncement)
※通常レッスンは7月20日(土)まで

9月
3日(火)
16日(月)
18日(水)
23日(月)

…レッスン開始
…敬老の日 休み
… 2013年度第2回英検申込み締切
…秋分の日 休み

★★7月～9月夏休み中のＷＡ事務所CLOSEの日★★

8月

★Summer Program★



7 月 28 日（日）…日曜日のため休み



8 月 04 日（日）…日曜日のため休み

①Julian Krinsky Summer Camp

7/10-8/11



8 月 13 日（火）～8 月 15 日（木）…旧お盆休み

②Watanabe Academy USA Tour

7/24-8/8



8 月 16 日（金）…白馬キャンプ準備のためお休み

③白馬英語サマーキャンプ

8/17-8/21



8 月 17 日（土）－8 月 21 日（水）…白馬キャンプ

★夏期集中レッスン★



8 月 22 日（木）…代休

＊学芸大学

(前)8/23-8/26



8 月 27 日（火）…代休

＊洗足

(前)8/23-8/26



9 月 02 日（月）…休み

(後)8/28-8/31
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Announcement
★白馬英語サマーキャンプ★

日程：8 月 17 日（土）～8 月 21 日（水）
標高 2000m の栂池ヒュッテでの、スタッフ全員と生活を共にしながらの
英語合宿です。英語への違ったアプローチで“英語苦手”を克服するするチ
ャンスです！“英語得意”はアメリカの教材でますますパワーアップ！
★英語が苦手な人には特におすすめです！★
★申し込みは、まだ間に合います！★（7 月 10 日現在）

“Summer Reading Set で今年も英語力を UP！”
一人一人の生徒さんに合った、英語の本を２月頃に選び、スタッフ全員で、６か月をかけて、
ワタナベアカデミーの生徒さんの為に作り上げたものです。
本の選択から、作成指導等、総監督は渡辺貴子が担当しています。朗読は Alana Column です。
Summer Reading Set をどの様に使うかは、教材のセットの中に入っていますので、
必ずそのとおりに実行して、“英語実力 UP”をして下さい。
皆さんは、本当の英語が出来る様になりたいということで、
ワタナベアカデミーに通っていらっしゃるのですから、
他の所では。決して手に入らない本を自分のものにして下さい。
そういう意味で、セットに

“Exclusively made for Watanabe Academy” と書いているのです。

Have a nice Summer Vacation with your “ Summer Reading Set!”
Setsuko Watanabe
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学校・英検・児童英検・TOEIC・TOEFL
テスト対策

各生徒さんの学校・英検・児童英検・TOEIC・TOEFL のテスト対策は、遅くとも 2 週間前から計画表
を作り準備をしています。
テストの期日と範囲が分かりましたら、担当の先生に必ず伝えて下さい。
こちらでテストの範囲やプリントを整理したり単語帳を作ったり、問題を作ったりして、各生徒さ
んに合わせて、テスト対策の勉強をしてもらっています。

テスト対策の補習について！

各テスト受験の補習は、2 週間前からです。補習をご希望の生徒さんは事前に、
ご連絡を FAX でお願いいたします。FAX 番号は 03-3714-2535 です。
★夏休み中はありません。9 月に入って又始めます。

大学生向けの語学学校
（アメリカ合衆国）

大学生向けの語学学校をご希望の方は、直接お申し出ください。
ご希望に応じて計画します。

★夏期集中レッスン★
(於：学芸大学教室・洗足教室)

 (前) 8 月 23 日（金）→8 月 26 日（月）（学芸大学教室と洗足教室で実施）
 (後) 8 月 28 日（水）→8 月 31 日（土）（学芸大学教室のみ実施）
夏期集中レッスンのご案内は先月号と一緒にお送り致しています。
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夏休み（7 月 22 日⇒8 月 10 日）の間の補習
（於：学芸大学教室）

☆7 月 22 日⇒８月 22 日の間はレギュラーレッスンはお休みですが、
8 月 23 日⇒8 月 31 日の夏期集中レッスンでこの間にレッスンをまとめて行います。
但し、今年は次の期間中補習を致します。夏期集中レッスンにスケジュールが合わない
生徒さんや、この間に補習レッスンご希望の生徒さんは FAX でご連絡下さい。
・尚、夏期集中レッスンの変更以外の補習ご希望の方は、別途の授業料となりますので
ご了承下さい。
☆7 月 22 日（月）⇒8 月 10 日（土）の補習は学芸大学教室でのみとなっております。
午前 11:00⇒午後 8:00 (1:00-1:30/5:00-5:30⇒昼食・夕食時間）
☆この間、レッスンをご希望の方はお送りしています FAX 用紙で、ご連絡お願いします。

海の日レッスンあり

７月１５日（月）「海の日」はレッスンがあります。

入塾生引き続き募集

ワタナベアカデミー学芸大学、ワタナベアカデミー洗足
お知り合いの方で、英語の勉強をなさりたい方、留学を希望の方
特に、英語の勉強でお困りの方がいらっしゃいましたら、
ワタナベアカデミーでは引き続き入塾生を募集しています。
是非ご紹介の程、よろしくお願い致します。

飲食物に関して
（学芸大学教室）

7 時～7 時 30 分を除く休憩時間では、飲食物を買いに行くことは出来ません。
飲食物が必要な生徒さんは、予め準備してからレッスンにいらして下さい。
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英会話レッスン

・11 月からケリー・ブロックルハースト講師（イギリス出身）が、担当します。
ケリー講師は去年 5 月⇒7 月まで、英会話を担当しました。

9 月の月曜日の振替

9 月は月曜日が祭日になる週が多く次の、
9 月 2 日（月）、9 月 16 日（月）
、9 月 23 日（月）がレッスンお休みとなります。
レッスンのお振替えをよろしくお願い致します。

Energy Source
If you want anything to actually change
or to move ahead in your life,
you actually have to do it yourself.

もし、あなたが何か本当に変えたかったら、
また、あなたの人生で成功したいのなら、
あなたは、それを自分自身でやらなければ
ならないのです。

You can’t sit there and wait for somebody
or talk about what you might want…

あなたは、そこにただ座って、誰かを待ったり、
やりたいかも知れない事を、ただ話すことは、

You should actually keep dreams and desires
inside and let them burn a little bit,
and then they might come true.

出来ないのです。
あなたは、心の中に本当に夢や願いを持ち続け、そして

-Russel Crowe

それを、少し燃やすのです。
そうすれば、その夢と願いがかなうのです。
―ラッセル・クロウ
（訳：渡邊 節子）
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