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                    “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 Schwarts- 

            

 

Look at your summer schedule, and what do you see? 
Do you see days filled with commitments or do you see time for yourself? 

During the summer, there are so many days that should be free. 
Time to spend on your weakness in addition to your strength. 

This year, Watanabe Academy will be open during the summer 
A great place to work on your weakness and escape the heat. 

Make an appointment to come and study. 
Or, work on your summer reading to bring your English to the next level. 

 
Have a productive summer, everyone! 

 

Watanabe Academy 
 

 

 
 

7月 

21日（月）…海の日 レッスンあり・ 

夏休み前のレギュラーレッスン最終日 

7月23日‐8月31日…サマースケジュール(学芸大学) 

7月23日‐8月7日…Watanabe USA Tour （希望者） 

 
8月 

7月20日‐8月10日…Julian Krinsky サマーキャンプ参加 

8月10日‐8月15日…お盆休み 

8月17日‐8月21日…白馬英語キャンプ（希望者） 

8月23日‐8月31日…洗足教室夏期集中レッスン  

学芸大学教室サマースケジュール   

 

9月 

9月 3日（水）…レッスン開始 

9月15日（月）…レッスン休み（敬老の日） 

9月16日（火）…2014年度第2回 英検申込み締切 

9月23日（火）…レッスン休み（秋分の日） 

 

10月 

10月 12日(日）…2014年度第2回 英検実施 

10月 13日(月）…レッスン休み（体育の日）

 

 

 

 

 

 

 

2014年 8月号 

2014 年 7 月―10 月 
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Announcements 

 

 

 

 

 

 

洗足教室 

☺ ７月２２日⇒８月２２日： Regular Lesson 休み。 

洗足教室は閉まっていますが、学芸大学教室はオープンしています。 

☺ ８月２３日⇒８月２６日：夏期集中レッスン（前） 

☺ ８月２８日⇒８月３１日：夏期集中レッスン（後） 

９月０３日から Regular Lesson 開始 

 

 

 

 

 

 

サマースケジュールを提出されていない生徒さんたちは、スケジュールがお

分かり次第ご連絡下さい。ただ希望するコマが定員を満たしていましたら、

他のコマをお願いすることがあります。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏のスケジュール提出について 

2014 年度第 2 回英検の申込みについて 

 
2014 年度第 2 回の英検申込み締切は 9 月 16 日（火）となりますが、夏休み明けす

ぐでお渡しするお時間が限られていますので、8 月 20 日に各家庭に送付致します。

申込み漏れがないよう、どうぞよろしくお願い致します。 

洗足教室のサマースケジュール 

サマースケジュール間に、ケリー先生とマンツーマンで 30 分行われる会話レッ

スンの申込みを締め切らせて頂きました。 

サマースケジュール間の会話レッスン締切 
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気象庁により、警報・特別警報が発表されましたら、生徒の安全を考え、休校とさせ

ていただきます。各教室の留守番電話、ホームページにて休塾を発表致しますので、

ご確認をどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message from Akane Forbess  
ワタナベアカデミーの生徒さんへ 

 

あっという間の2ヶ月でしたが、毎日皆さんと楽しい会話の時間を過ごすこ

とができました。アカデミーでは、本当に英語が話せるようになりたいと

いう方が多くて、教える側の私もとても楽しかったです。私の母国語の英

語を皆さんが熱心に勉強してくれて本当に嬉しいです。私はもうすぐアメ

リカに帰りますが、日本が大好きなのでこれからも日本語の勉強を続けた

いと思っています。皆さんも、これからも英語の勉強を頑張って、英語を

マスターしてください。本当にありがとうございました。 

Thank you for a wonderful time!! 

 

フォーベスあかね 

 

 

自然災害時の休塾について 

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。 
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Energy source 

 

 
 

 

The Sleeping Fox Catches No Poultry 

 

 

We didn’t write that headline. 

Ben Franklin did. 

Get out of that bed and get cracking. 

He was saying. 

Set your alarm for six, not seven. 

If you think you do well after 

a two-martini lunch, 

see what you do after a two-orange juice 

breakfast. 

Ben Franklin didn’t 

Spend a lot of time 

Snoozing. 

Starting at age 13, 

With no formal education, 

He accomplished more than 

Almost any other American since. 

“Plow deep while 

Sluggards sleep,” 

He also said. 

Get up and go. 

The fox is wide awake. 

He’ll grab all the chickens if you snooze. 

 

-from Gray Matter 

 

 
 

寝ている狐に鶏はとれない！ 
 
 
 

この章の見出しを書いたのは 
私達ではない。 

ベンジャミン・フランクリンだ。 
 

そのベッドからとび出して 
仕事にとりかかれ、 

と彼は言っているのだ。 
 

目覚まし時計を 
7時ではなく、6時に合わせるのだ。 

ランチにマティーニを2杯飲んだあとも 
ちゃんと働けると思うなら、 

朝食のオレンジジュースを2杯飲んだあと 
何が出来るのか見てごらん。 

 
ベン・フランクリンは 

居眠りに 
長い時間を使わなかった。 

 
ちゃんとした教育もなく、 

13歳で人生のスタートを切り、 

どの時代の 
ほとんどのアメリカ人より 

多くのことを成し遂げた彼だ。 
 

「怠け者が眠っているうちに 
畑を深く耕せ」とも彼は言った。 

 
だからその寝床から飛び出せ。 
起き上がって出かけるのだ。 

狐はすっかり目をさましている。 
居眠りをしていると 

あいつが鶏を全部取っちまうぞ。 

 
―アメリカの心より 


