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“Recipe for success: Study while others are sleeping; work while others are loafing;
prepare while others are playing; and dream while others are wishing.”
– William A. Ward
「成功のレシピ：他の人が寝ている間に勉強し、他の人が怠けている間に働き、
他の人が遊んでいる間に準備をし、そして、他の人が願っている間に夢を見る。」
－ウィリアム・A・ワード

この10年間の日本に於ける英語に対するニーズは急上昇中です。英語はもはや外国語では
ありません。しかし、御感じの様に国の対策はお粗末なものです。
ワタナベアカデミーではこれまでの37年の実績の英語教育を「LTPワタナベメソッド🄬」と
商標登録し、生徒さん方の「聞く・読む・話す・書く」の四技能を着実に伸ばしています。
その成長を計る「計り」として、この度新たにワタナベアカデミーでTOEFL Primary Step 2と
TOEFL Juniorを実施致します。対象となる生徒さん方には、その都度ご連絡します。これはあ
くまで「計り」であり、目的ではありませんが、節目節目で実力をつけ、本来の目標の”世界
に通じる英語”を身に着けて頂きたいと思います。
また、今年の夏からは新しいプログラム、
「Watanabe Academy Boston Summer School」
を実施致します。詳しいパンフレットは2月末までにお送り致します。今年は小学生の生徒
さん達にもご参加頂けます。Program内容に関してのお問合せは個別にもお話しますので、
ご連絡下さい。説明会は3月22日(日)13:00-15:00に学芸大学教室にて予定しております。
皆様、是非ご参加下さい。
渡邊 節子
2020 年 2 月 – 2020 年 5 月
2月

4月

11 日(火)…建国記念日。レッスンお休み

～4 月 5 日(日)…レッスンお休み

23 日(日)…2019 年度 3 回英検二次試験 A 日程実施

6 日(月)…レッスン開始

24 日(月)…天皇誕生日振替休日。レッスンお休み

24 日(金)…2020 年度第 1 回英検申込締切

29 日(土)…TOEFL Primary、TOEFL Junior 申込締切

29 日(水)…昭和の日。レッスンお休み

3月

5月

1 日(日)…2019 年度 3 回英検二次試験 B 日程実施

4 日(月)…みどりの日。レッスンお休み

8 日(日)～23(土)…Spring Schedule

5 日(火)…こどもの日。レッスンお休み

※22・23 日は学芸大学校のみ
22 日(日)…TOEFL Primary、TOEFL Junior 実施

6 日(水)…振替休日。レッスンお休み
31 日(金)…2020 年度第 1 回英検一次試験実施

24 日(火)～…レッスンお休み
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News from classroom
【学芸大学

小学生教室】

・小学 3 年生の生徒さんへ
4 年生から授業時間が 30 分延びます。Movie 込みですと 2 時間から 2 時間半になるのでご留意下さい。
また、兄弟で同じ曜日に通われていて、高学年と低学年に分かれる場合は終了時間に 30 分の時間差が発生
します。高学年の生徒さんが Movie を観ない、もしくは、低学年の生徒さんの 30 分の延長レッスン(追加の
授業料となります)などのご対応がございますので、ご相談下さい。よろしくお願い致します。

【学芸大学

中学生教室】

・英検二次面接や、学校の期末試験の補習は早め(最低でも 3 日前)に予約を入れて下さい。
鱒渕クラスはメールにて受付いたします。
・いよいよ期末試験ですね。今回は期末のみで成績が決まる学校も多いかと思うので、必ず計画的に勉強して
いきましょう。徹夜での勉強は満点から遠のくのでおススメしません。

【学芸大学

大教室】

・学期末、受験、資格試験等の補習と対策は、担当の先生と事前に相談し、しっかりと準備しましょう。
・曜日によって混み合っている場合があります。火曜日、木曜日は比較的空いていますので、振替や補習も
なるべく空いている日に来ることをおススメします。担当の先生とも相談してください。

【洗足教室】
・早いもので３月ですね。スプリングスケジュールでは皆様のレベルに合わせた教材を用意してます！
今回は文法をしっかり復習＆予習していきましょう！！

【梶ヶ谷教室】
・Spring Schedule の間もテスト対策が行えます。必要な方はスタッフに必ず連絡して、補習に来て下さい。
・3 月よりアカデミーで受験可能になる TOEFL Primary Step2 や TOEFL Junior を受けた方が良い生徒
さんにはお声がけしますが、ご興味ある方は是非スタッフと相談してください。

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
Spring Schedule 2020
文法特訓
文法特訓の季節がやって来ました。 1 年間の復習に、新学期前の準備に、
受験や資格試験に向けて、各自この機会にしっかり身につけましょう！

学芸大学教室：
3/8～3/14 (14:00-19:50)
3/15～3/23(11:00-19:50)

洗足教室：
3/8～3/21(14:00-19:50)

梶ヶ谷教室：
3/8～3/21(14:00-19:50)
※8,11,15,18 日はお休み。

※必ず前日までにネット予約をお願いします。
※急なキャンセル、当日の予約問い合わせ等は担当の先生へのメール、
もしくわ 各教室まで、お電話にてご連絡下さい。

世界中で最も幅広く活用されている世界基準のテストです。結果は合否ではなく、スコアと
バンドレベルで表示されます。このスコアは、国際的な評価基準の CEFR とも連動しています。

日程：3 月 22 日(日) 会場：ワタナベアカデミー洗足教室
＊TOEFL Primary : 9:00-10:00 (約 60 分)

＊TOEFL Junior : 10:30-12:25 (約 115 分)

申込〆切：２月２９日
是非この機会にご受験下さい！詳細は担当スタッフまで。

入塾生募集中
ワタナベアカデミー各教室では新しい生徒さんを
随時募集しております。
ご家族、ご友人でご興味のある方がいらっしゃい
ましたら、是非ご紹介下さい。

スタッフ退職のお知らせ
退職者：

塩谷崇彰 先生

退職日： 2020 年 3 月 31 日
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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：Matteo(マテオ)先生
Q. Please tell us about yourself.
A. My name is Matteo and I come from Italy. My
parents are both physician and they work in an
hospital near my hometown. I have two younger
brothers and a younger sister and they all live in
Italy. My hobbies are watching sports and cooking.

Q.先生の事を教えてください。
A. 名前はマテオです。イタリア出身です。私の両親
は二人とも内科医で、地元の近くの病院で働いて
います。弟が二人と妹が一人いて、皆イタリアに
住んでいます。趣味はスポーツ観戦と料理です。

Q. What is the purpose of coming to Japan?
A. I came to Japan for a PhD program in physics at
Tokyo Institute of Technology. I am currently in
my third and last year. I am also recipient of a
scholarship from the Japanese Government.

Q.日本に来た目的は何ですか?
A. 東京工業大学で物理の博士号を取るためです。
現在 3 年目で、今年が最終年になります。私も
また、日本政府からの奨学金を授与しました。

Q. 英語が母国語ではないですが、英語を学ぶ上で
Q. Since you are not a native English speaker,
コツなどはありましたか？
what was your tip to learn English?
A. 18 歳までは家で英語やアメリカのテレビ番組を
A. At home we have always watched our share of
一緒に観ながら少しだけ学びました。なので、
English/American tv programs, so by the time I was
18, I had learned a little English through that. I think
リスニング力は自分なりに自信はありましたが
I was “good” at listening but not great at speaking
スピーキングや文法が得意ではなかったです。
or grammar. So, I decided to take a 3 months
なので、ローマで 3 か月の集中コースを受ける
intensive course at an institute in Rome. That was a
事にし、結果的にとても良い決断となり、基礎
very good decision since it solidified my basic
を固める事ができました。それ以来、テレビや
knowledge. Since then, I kept improving on my
YouTube 動画により注意を払う事で自分自身で
own by simply paying more attention to tv
英語を伸ばしていき、今では短時間で長いエッ
programs/You Tube videos and today I can also
セイも書けるようになりました。
write long essays in short time.

Q. Any advice for our students to improve more?
A. A fundamental ingredient necessary to learn a new
language is to not feel embarrassed of being wrong.
I think the more a student in willing to try to
communicate or manage, the more he will learn to
do so. At first, grammar and vocabulary will not be
perfect, but with time and practice any mistake
will be corrected.

Q.より英語を伸ばす為のアドバイスはありますか？
A. 新しい言語を学ぶ上で必要な基本的要素は間違
えることに対して恥ずかしがらない事です。生
徒さんがより進んでコミュニケーションを取ろ
うと頑張れば、より習得することができると思
います。最初は文法や語彙は完璧ではないかも
しれません、でも時間と練習によってどんな間
違いも修正できるのですから。

Q. Your favorite quotes or message to students?
Q. 好きな名言やメッセージはありますか？
A. “If there’s will, there’s a way” is among my favorite A. 「意志あるところに道は開ける」は好きな言葉
quotes. Its meaning certainly applies to students
のひとつです。言語を学ぶ生徒さんたちに確実
trying to learn a language and that the best way to
に当てはまる事であり、成功するための最善策
succeed
でもあるからです。
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