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“All of us every single year, we’re a different person.
I don’t think we’re the same person all our lives. ”
– Steven Spielberg
「私たちは皆、毎年違う人間である。一生を通じて同じ人間なんてことはない」
－スティーブン・スピルバーグ

明けましておめでとうございます。
今年も新年から世界中からのニュースで溢れています。正にこれ、日本が国際的であり、
グローバル化しているということなのでしょう。

International、Global、etc. … 響きは良いのですが、その現実となると、それが拡大して
いけばいく程プラスもマイナスも大きくなるのです。日本の国際化、グローバル化は避けら
れないものです。プラスの面だけではなく、マイナス面に対しても、しっかりと対策をして
行かなければならないと思います。
この日本の国際化、グローバル化に対して、しっかりと正しい情報をとる為にも国際語と
しての英語を身につけるべきなのです。今年もどん欲に英語を身に着けて参りましょう。
アメリカの会社もアトランタからボストンに移しました。2月にはボストンを中心にしたサ
マープログラムをお知らせ致しますので、是非皆さま、ご参加ください。
渡邊

節子

2020 年 1 月 – 2020 年 4 月
1月

3月

6 日(月)…レッスン開始

3 日(日)…2019 年度 3 回英検二次試験 B 日程実施

9 日(木)…2019 年度第 3 回英検 Jr.申込締切

8 日(日)～21(土)…Spring Schedule

13 日(月)…成人の日。レッスンお休み

22 日(日)～4 月 5 日(日)…レッスンお休み

26 日(金)…2019 年度第 3 回英検一次試験実施

2月

4月

11 日(火)…建国記念日。レッスンお休み

6 日(月)…レッスン開始

23 日(日)…2019 年度 3 回英検二次試験 A 日程実施

29 日(木)…昭和の日。レッスンお休み

24 日(月)…天皇誕生日振替休日。レッスンお休み
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News from classroom
【学芸大学

小学生教室】

・明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。皆さんどんな冬休みを過ごしましたか？
私は 1 週間、ミャンマーで医療ボランティアをしてきました。AC の CM でやっているジャパンハートと
いう NPO 団体に参加させて頂きましたが、いろいろ考えさせられた刺激を受けました。また、驚いた事に
高校 1 年生の医学部志望の子や看護師志望の子も 1 人で参加していました。私が高校生の時は将来につい
て先送りしていました。例えやりたいことが見つかっていない人も学生の間の感度というものは本当に敏感
で繊細だと思います。是非色んなものに触れて刺激を受けて下さい。

【学芸大学

中学生教室】

・野村クラスの教室場所が変わりましたので、間違えないようにご注意ください。
・鱒渕クラスの生徒様は、補講のご予約は予約サイトからではなく、メールにて受付いたします。
・1/26(日)の英検が近づいておりますので、補講予約はお早目に(3 日前までに)お願いいたします。

【学芸大学

大教室】

・明けましておめでとう、気持ち新たに、自分の目標に向かって、一生懸命努力していきましょう！
・英検、学期末などが続きます。早目の準備と対策を、担当の先生と相談して下さい！

【洗足教室】
・学年末テストの日程が分かり次第お知らせください！対策を進めて参ります。
・年末に送りましたフィードバックレポートに書かれている【目標】に向けて、レッスンを進めていきます！

【梶ヶ谷教室】
・明けましておめでとうございます。今年も頑張っていきましょう！水曜日へのお振替が出来なくなりました。
その他の曜日に、必ずご連絡の上お振替にいらして下さい。ご連絡頂くのは、レッスンの準備をする上でとて
も大切なので、よろしくお願い致します。

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。
坂口いずみ先生（洗足・梶ヶ谷教室）

izumi-s@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（洗足・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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Announcement
2019 年度第 3 回
英語検定試験
日程： 1 月 26 日(日)
会場：ワタナベアカデミー学芸大学教室（５級～２級）
外部試験会場（準 1 級、1 級）
＊学芸大学教室で 5 級～2 級を受験される方
⇒ 受験票はご自宅に郵送されません。
※受験時間の案内のハガキが自宅に送付されます。
＊準 1 級・1 級を受験される方、
⇒ 6 日前までに受験票が郵送されます。
※写真が必要となりますので、当日までにご用意ください。

休塾・退塾
▷3 月からの休塾及び退塾〆切

1 月 31 日(金)
※必ず届の用紙をご提出下さい。
(Fax/メール/郵送でも承っております。)
※2 月からの休・退塾は 12/31 付けで
受付を終了しています。

事務所移転
※年末の改装工事に伴い、事務所が
これまでの 2 階 201 号室から、1 階の
101 号室（1 階の小学生部屋の隣）に
移転となりました。
面談、授業料のお支払いつ等でお越し
の際は、1 階にお越しくださいますよう
お願いいたします。
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“Hello Teachers”
アカデミーの先生たちを紹介しながら、
英語を学ぶ上での必要な事などを聞いていきます。

今月の先生：Ron(ロン)先生
Q. Please tell us about yourself.
Q.先生の事を教えてください。
A. My name is Ron and I’m from the Philippines.
A. 私の名前はロンです。フィリピン出身です。
I am a veterinarian and we have 3 pets in the
私は獣医で、実家にペットを 3 匹飼ってます。
Philippines: a Siberian Husky named Quin and 2 cats
シベリアンハスキーのクインと、猫のチャック
named Chak & Chok. I enjoy watching movies and
とチョックです。映画を観たり、オンラインゲ
playing online games.
ームをするのが好きです。
Q. What is the purpose of coming to Japan?
A. I am in Japan to study for my Ph.D. I received a
scholarship from the Japanese Government, and I
am currently on my first year.

Q.日本に来た目的は何ですか?
A. 日本で博士号を取るためです。日本政府から
奨学金を授与して、現在 1 年目になります。
Q.ワタナベアカデミーの生徒さんの英語力で気付い

Q. What did you notice about Watanabe Academy’s
students’ English skills?
A. The English level of the students vary but they
show high enthusiasm to learn. I see that the
students are very motivated to learn the language.
Keeping themselves motivated will make learning
the language easier and fun.

た事などはありますか？

Q. Any advice for them to improve more?
A. Don’t be afraid to make mistakes especially when
speaking in English. Knowing our mistakes allows
us to correct them and eventually, we will be able to
use the skill fluently. Try more to engage in
conversation with other Watanabe students in
English and you will see that you are improving.

Q.より英語を伸ばす為のアドバイスはありますか？
A. ミスを恐れない事、特に英語を話す際にです。
自分のミスを知る事は、それを正すことにつな
がり、最終的にそのスキルを流暢に使いこなせ
るようにしてくれます。もっと他のアカデミー
の生徒さんとも英会話をするようにしてみて下
さい、そうすれば自分が成長するのがわかるは
ずです。

Q. You favorite quotes or message to students?
A. My favorite line from “Finding Nemo” is Dory’s
“Keep swimming”. Keep swimming means, don’t
stop if there are problems along the way. It just
means that you need to push harder to reach your
goals. So, if you feel that learning English is
difficult, just think of it as a roadblock, push harder,
so that you will reach your goal.

Q. 好きな名言やメッセージはありますか？
A. 私の好きな名言は、「ファインディング・ニモ」
のドリーのセリフで「泳ぎ続けて！」です。
泳ぎ続けるというのは、たとえその途中に問題
があっても立ち止まらないという事です。つま
りは、自分の目的にたどり着くためには、一生
懸命努力するだけという意味です。もし英語を
学ぶ事が難しいと感じるのなら、ただの障害物
だと思って、突き進んでください。そうすれば
目的にたどり着くはずです。

A. 生徒さんたちの英語力は人それぞれですが、
みなさんとても強い学ぶ意欲見せてくれます。
生徒さんたちが語学を学ぶ事に対して、大きな
モチベーションを持っているのがわかります。
なので、そのモチベーションを維持してあげる
事が、みなさんの語学を学ぶ事をより簡単に、
そしてより楽しくしてくれると思っています。
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