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“If not you, then who? 

If not now, then when?” -Hillel 
（「あなた」が、やるのでなければ、それでは「誰が」？ 

「今という時」でなければ、それでは「何時」やるというのか！）-ヒレル                

 

長い夏休みがやって来ます。生徒のみなさんはこの夏休みをどの様に使う計画ですか。 

“部活で忙しくて！”ですか？“No Way!”です。もうそういう時代は終わりです。私たち日本

人には、もうそういう余裕はないはずです。自分のために勉強するのにこの夏を使うのです！ 

“英語！英語！英語！”と世の中は大騒ぎしています。”60日完成TOEIC“とか相変わ

らず思い立ったら60日でTOEICの点数が取れそうな軽い宣伝が目や耳に入ります。しかし、

ご存知の様に英語を自分のものにするのに近道は決してないのです。決してだまされてはいけ

ません。 
英語が出来る様になりたいと皆さんはワタナベアカデミーに通っていらっしゃるので

すから、この夏休みに送付しますSummer Readingをしっかり音読して下さい。“やって何に

なるのか？”と思っている人もまずはやってみることです。やらずに結論を出してはいけませ

ん。 

本以外の教材は、スタッフ総出で作成しています。夏の終わりには、お送りするSummer 

Readingを予定通りこなし、この一冊を自分のものにして下さい。 
渡辺 節子 

 

 

 

 

 

★Summer Program★ 
＊白馬英語サマーキャンプ 8/17～8/21 

 

★Summer Schedule★ 
＊学芸大学 (前)7/21～8/8 (後)8/23～8/31 

＊洗足      なし   (後)8/23～8/31 

＊梶ヶ谷  (前)7/21～8/8 (後)8/23～8/31 水・土のみ 

9月 

5日(月)…レッスン開始 

14日(水)…2016年度第 2回英検申し込み締切 

19日(月)…「敬老の日」休み 

22日(木)…「秋分の日」休み 

 

8月 

9日(火)～16日(火)…通常ﾚｯｽﾝ及び Summer Schedule休み 

17日(水)～21日(日)…English School at Hakuba（希望者） 

22日(月)…Summer Schedule休み 

23日(火)～31日(水) …Summer Schedule 後期 

 

Watanabe Academy  Gakugeidaigaku 

Watanabe Academy  Senzoku 

Watanabe Academy  Kajigaya 

http://watanabe-academy.com 

2016 年 8 月 

2016年 8月-11月 

10月 

9日(日)…2016年度第 2回英検実施 

10日(月)…「体育の日」休み 

11月 

3日(木)…「文化の日」休み 

6日(日)…2016年度第 2回英検二次試験実施 

23日(水)…「勤労感謝の日」休み 
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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、お知らせ下さい。詳しく直接ご説明致します。 （ＳＡＰ担当） 

ご好評につき、締め切らせていただきました。来年のご参加をお待ちしております。 

普段は家が遠いから等の理由で通っていらっしゃらない方で Summer Scheduleのみ受講希望

の方も外部生として受け付けます。03-3714-1136 までご連絡を！ 

12 月の Winter Schedule、3 月の Spring Schedule に引き続き、7 月 21 日（木）⇒8 月 31

日（水）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

は先日お知らせ致しました様に各生徒さんへお送りする Summer Reading の英語の本の暗

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。 

Announcement① 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 17日(水)～8月 21 日(日) 

 

Summer Schedule のお知らせ 

7月 21日(木)～8月 31 日(水) 

 

 

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 

 

 

短期留学のご案内 
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7月 5日から、新しい講師を迎え、英会話レッスンをしております。 

Day, Asa さん  東京工業大学大学院理工学研究科（フィリピン出身） 

7 月末で、アメリカに帰られた二人の英会話講師から、生徒の皆さんへメッセージです。 

Announcement② 
 

 

  

新英会話講師のご紹介 
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Energy Source 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物事が自分の思い通りに行かない時 

 がっかりするのは自然なことだ 

「それは出来ない、だからなぜやるのだ？」 

と考えるのは簡単だ。 

しかし君が間違いをするのを 

どんなに恐れているとしても、 

又、君がどんなに落ち込んだとしても、 

決してあきらめてはいけない… 

何故ならもし君が挑戦せず、そして 

もし君が自分の人生で望むことを 

 追求しなければ 

それは君のところにはやって来ない 

そして君は自分はもっとうまくやることが出来たのに 

 と思うしかないのです。 

 

 

成功とは、君が勝つとか、 

 負けるかとかで 

 計れるものではない 

君が望むように事が行かなくとも 

 少しの成功はいつも 

  あるものだ。 

大切なことは、君が挑戦したという 

 単純な理由で 

  達成感を感じることだ。 

アマンダ・ピアス 

（渡邊節子 訳） 

It’s natural to feel disappointed 

 when things don’t go your way 

It’s easy to think… 

 “I can’t do it, so why try?” 

But, no matter how scared you are  

 of making a mistake 

or how discouraged you may become, 

Never give up … 

because if you don’t try and  

if you don’t go after what you  

 want in life, 

it won’t come to you, 

and you’ll be forced to accept  

 things that you know could 

 be better…. 

 

Success is no measured by  

 whether you win or 

  whether you fail- 

there’s always a little bit  

 of success, even if things 

  don’t go your way- 

What’s important is that you’ll  

 feel better about yourself, 

  for the simple reason 

   that you tried. 

Amanda Pierce 
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