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“We are what we repeatedly do.  

Excellence, then, is not an act, but a habit.”     ―Aristotle 

「我々は習慣によって作られる。優れた結果は一時的な行動ではなく、習慣から生まれるのだ。」 

 － アリストテレス 

My Summer Bucket List 

 

1. Reorganize the house. 

2. Read 6 books from a new author. 

3. Volunteer to help the hungry. 

4. Discover a new city. 

5. Learn 500 new words in English. 

6. Learn 30 new Kanji characters. 

7. Learn more about human rights. 

8. Enjoy family dinners at least three 

times a week. 

9. Host a BBQ with friends and family. 

10. Find something new every day. 

 

What is your bucket list for this summer? 
 

私の夏のやりたい事リスト 

 

１．家を整理する。 

２．読んだことのない作者の本を6冊読む。 

３．飢えで苦しむ人を助けるボランティア 

活動をする。 

４．新しい街を見つける。 

５．新しい英単語を500個覚える。 

６．新しい漢字を30個覚える。 

７．人権についてもっと学ぶ。 

８．最低でも週に3回は家族での夕食を楽しむ。 

９．友人と家族でのバーベキューを開く。 

１０．毎日何か新しいものを発見する。 

 

あなたのこの夏のリストは何ですか?

Have a nice summer! 良い夏休みをお過ごしください。 

渡邊 馨子 

  7月  

15日(月)～19日(金)…レッスンお休み 

20日(土)～8月 8日(木)…Summer Schedule前期 

2019年 7月 – 11月 

8月 

8月 9日(金)～16日(金)…レッスンお休み 

8月 17日(土)～30日(金)…Summer Schedule後期 

8月 31日(土)～9月 5日(木)…レッスンお休み 

9月 

6日(金) … レッスン開始 

2019年度第 2回英検申し込み締切 

16日(月) …敬老の日。レッスンお休み 

 

Watanabe Academy  Gakugeidaigaku 

Watanabe Academy  Senzoku 

Watanabe Academy  Kajigaya 

http://watanabe-academy.com 

2019 年 8 月 

10月 

6日(日)…2019年度第 2回英検一次試験実施 

14日(月)…体育の日。レッスンお休み 

11月 

3日(日)…2019年度第 2回英検二次試験 A日程実施 

4日(月)…振替休日。レッスンお休み 

10日(日)…2019年度 2回英検二次試験 B日程実施 

23日(土)…勤労感謝の日。レッスンお休み 
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News from classroom 

 

 

レッスン時間の変更・欠席・振替などの連絡、ご相談などは、担当の先生の下記アドレスへ 

メールでご連絡ください。教室へ直接お電話は、緊急事項のみでお願い致します。 

 

 

 

 

【学芸大学 小学生教室】 

・サマースケジュール中は小学生部屋ではなく、上のお教室に直接来てください！ 

 また、期間中の緊急のお電話の際は内線１６番にかけてください。 

・どの教材もお家での宿題に、“書き”と“音読”があります。1日にまとめてやらず、毎日コツコツと 

やりましょう！ 

【学芸大学 中学生教室】  

・夏期講習は中学生は 14コマとなります。必ず 14コマ消費していただけますよう、また必ず事前予約を 

よろしくお願いいたします。夏期講習中でのお振替は夏期講習中にお願いします。 

【学芸大学 大教室】  

・夏は行事や部活等で忙しくなる時期ですが、だからこそ計画的に勉強することも忘れないように。 

受験生や、1学期に成績が振わなかった生徒さんも、各自のカリキュラムを確実にこなしてください！ 

・次の英検は 10月 6日です。この夏からしっかり準備していきましょう！ 

【洗足教室】 

・7 月 20 日～8月 8日の間にレッスンを受講されたい方は、学芸大学教室に来てください。 

・夏休み、一日一日を大切にして、各自の宿題に取り組んでください。 

【梶ヶ谷教室】  

・7 月 20 日～8月 8日の間にレッスンを受講されたい方は、学芸大学教室に来てください。 

少し遠いですが、梶ヶ谷教室同様にご指導します。もしもご検討している方がいましたら、 

担当スタッフに一声言ってください。 

坂口いずみ先生（洗足教室） izumi-s@watanabe-academy.com 

豊田由香先生（梶ヶ谷教室） toyoda@watanabe-academy.com 

塩谷崇彰先生（学芸大学大教室） shioya@watanabe-academy.com 

颯々野真紀先生（学芸大学小学生教室） sassano@watanabe-academy.com 

デワンさくら先生（学芸大学大教室） dewan@watanabe-academy.com 

野村萌里先生（学芸大学大教室） nomura@watanabe-academy.com 

鱒渕優菜先生（学芸大学中教室） masubuchi@watanabe-academy.com 
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➢ 会計事務手続き変更の為、下記 2点の期日を今月より変更させて頂きます。 

 

① お月謝等のお支払い 

 

変更前： 毎月 10日までに当月分のお月謝等をお支払い。 

 

変更後：前月の月末までに、翌月分をお支払い。 

（i.e. 8月分のお月謝の場合 ⇒ 7/31までにお支払い。） 

 

＊請求書と Santa Monicaは毎月 10～15日までにお送りします。 

＊8月分の請求書は Summer Reading の教材費が含まれています。 

＊まとめ払いで支払われている方には、教材費のみが請求されていますので、 

  ご確認の上、お支払いをお願い致します。 

 

② 休塾・退塾のお申込み 

 

変更前： 前月の２５日までに届の用紙を提出。 

 
変更後：前月の 10日までに届の用紙を提出。 

(i.e. ９月から休塾/退塾の場合 ⇒ 8/10 までに用紙を提出。) 

 

ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解の程よろしくお願い致します。 

渡邊 節子 

Announcement 
 

  

前期：7/20～8/8（学芸大学教室のみ） 後期：8/17～8/30（全教室） 

必ずウェブサイトでの事前の予約をお願いいたします。 

コマによっては満員となる場合があります。 

※予約は前日の 18時までにお願いいたします。 

Summer Schedule 
 2019 

※事務手続き 
変更のお知らせ 
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～Energy Source～
 

 

“Positive Thinkers Have 

Twelve Qualities in Common” 
 

1. They have confidence in themselves. 
2. They have a very strong sense of purpose. 
3. They never have excuses for not doing 

something. 
4. They always try their hardest for perfection. 
5. They never consider the idea of failing. 
6. They work extremely hard toward their 

goals. 
7. They know who they are. 
8. They understand their weaknesses as well 

as their strong points. 
9. They can accept and benefit from 

criticism. 
10. They know when to defend what they are 

doing. 
11. They are creative. 
12. They are not afraid to be a little different 

in finding innovative solutions that will 
enable them to achieve their dreams. 

―Susan Polis Schutz 

 

 

 

 

「ポジティブな考え方をする人に

共通する１２の考え方」 

 

１． 自分に確信を持っている。 

２． とても強い目的意識を持っている。 

３． やらない事に対して決して 

言い訳をしない。 

４． 完全になるまで最大の努力をする。 

５． 失敗するという考え方は決してしない。 

６． 自分のゴールに向けて 

最大の努力をする。 

７． 自分自身を知っている。 

８． 自分の強い点同様に 

弱点も知っている。 

９． 批判を素直に受け取り、 

それから利益を得る。 

１０． 自分のやっている事をどの様な場合 

擁護するのかを知っている。 

１１． 創造的である。 

１２． 自分のゴールを達成する方法を 

見出そうとする時、 

他人と異なっていても、恐れない。 

 

訳：渡邊 節子 


