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馨子先生から皆様へ
Last week, I came back from a two-week business trip to the United States. Pre-COVID, these words
would have very little meaning, yet, with COVID-19, we live in a very different world. Today, our
plane tickets and passports are not enough to board the plane. Negative PCR test results less than 72
hours old and documents and forms proving that we are not sick are required. QR codes and printouts
from health departments add to the layers of protection implemented. Most of all, when going through
immigration, we face tough questions about why we need to travel. Since very few people go through
immigration, the officers take their time asking many questions repeatedly.
When entering the US, I had a very kind and understanding officer, but I saw a few worried
passengers taken to other rooms for further questioning. I do not know why the officers escorted them
or whether they entered the United States successfully. I can only assume that they failed to convey
the purpose of their visit in English because, unfortunately, during COVID, access to a translator is
limited.
The world has drastically changed during the past year, and how we travel, work, study, and plan
for our future has changed with it. In a way, our life has come to a standstill, waiting for the” go sign”
to return to normalcy.
So, what can we do while we wait at the “stop sign”? Well, of course, we can only prepare for what
awaits us post-COVID! Today is an opportune time to sharpen our skills and brighten our wit. We
should heighten our abilities and nourish our intellect. We need to build strength and stamina with
our eyes, observant for chances and opportunities that shall come. As Abraham Lincoln said, “I will
prepare, and someday my chance will come.” It is our time to prepare, and there is no time to waste.
マニエー渡邊馨子
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馨子先生から皆様へ

英文要訳

先週、私はアメリカへの二週間のビジネストリップから戻って来ました
この旅行で感じたことは、「With Corona」の世界では、私達は「新型コロナ前」の世界とは全
く異なった世界に住んでいるのだということです。
簡単な例ですが、今や航空券とパスポーとビザなどだけでは飛行機には乗れないのです。飛行機
に搭乗する７２時間前の PCR 検査陰性証明を始め、病気ではないと証明する様々な書類提出が必
要です。それでやっと飛行機に搭乗しても、アメリカに到着すると次には厳しい入国検査が待って
います。英語が出来ず、これまで居た通訳の数も少ないので、別室につれて行かれる人の姿も見か
けました。
世界は、過去１年で旅行の仕方に始まり、様々な生活の仕方が劇的に変わり、未来の計画が立て
られず、今は、『ノーマル』生活への Go サインを待っている様な状態です。
しかし、この止まってしまった様な世界ですが、これが終わるときは必ずやってきます。この止
まっている様に見える時間を、朝が来るのをじっと待つだけではなく、リンカーン大統領の言葉
『準備をしよう！いつの日か私のチャンスはやって来る』に耳を傾け、これを自分の言葉として自
分自身の力を磨き、実力つけ、時を待つのだと、このアメリカへのビジネストリップを無事に終え
痛切に思いました。
マニエー渡邊馨子

2021 年 2 月‐2021 年 4 月
2月

3月

1 日(月)～28 日（日）…主任担当制レッスン

1 日(月)～6 日(土)…TOEFL Primary 受験期間

1 日(月)、2 日（火）…英検ジュニア（学芸大学）

28 日(日)～31 日(水)…レッスンおやすみ

1 日(月)～4 日(木)…英検ジュニア（洗足）
21 日(日)、28 日(日)…英検 2 次試験本会場

4月

14 日(日)、21 日(日)、28 日(日)…英検 2 次試験準会場

1 日(木)～4 日(日)…レッスンおやすみ
5 日(月)～30 日(金)…主任担当制レッスン
スケジュールは変更される場合があります。
ご了承ください。
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Announcement
新型コロナウイルス感染予防対策
ワタナベアカデミーでは、引き続き感染予防対策を徹底してまいります。
レッスンにいらっしゃる生徒さんも、ご協力よろしくお願いします。

ご本人及び、同居家族が COVID-19 の陽性となった際、
または濃厚接触者と認定された場合は
速やかにワタナベアカデミーにご連絡ください。

4 月からの会話レッスン
昨年の緊急事態宣言より急遽開始することになったオンライン会話レッスンでしたが、40 分間じっく
りと、各生徒さんと会話レッスンをすることができると同時に多岐のことに取組める、充実したカリキ
ュラムとなりました。4 月からは、会話レベルを level 1～10 に分け、生徒さん 1 人 1 人の英会話力向
上に向けて、引き続き努めて参ります。
3 月の会話レッスン時間内に、皆さんの英会話力をはかり、4 月より新しいクラスでスタート致します。
必ず 3 月の会話レッスンにご出席ください。4 月からの level は、担当の先生より連絡があります。
緊張してレッスンをするというよりは、今まで練習してきたことに自信をもって、大きな声で元気よく
参加してください。
※オンライン会話レッスンに出席する際は、必ずビデオ・スクリーンを出して、出席してください。顔
が見えることは、オンライン・レッスンでは、とても大切なことです。

TOEFL Primary Step2
ワタナベアカデミーでは３月に TOEFL primary STEP2 を開催することになりました。
対象としては 3 級～準 2 級の生徒さんですが、学校で導入し始めたところも多いようですので
興味がある方は担任の先生にお伝え下さい。
受験期間：3 月 1 日～3 月 6 日（この期間の中で受験日をお選びいただけます。）
申し込み締め切り：2 月 19 日

新しい生徒さんを随時募集しております。
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。
Watanabe Academy, March 2021

News from classroom
【学芸大学 SASSANO クラス】
こんにちは。
よく生徒さんに紙辞書と電子辞書どちらがよいか、という質問を貰います。
結論からいえば、どちらにも良さがあるので一概にはいえません。
ですが、私は英検 3 級を取るまでは紙辞書をオススメします。アルファベットの並び順を瞬時に分かるよう
になる訓練にもなりますし、実際に書き込んで自分だけのオリジナル辞書にできるからです。また電子辞書
ですと、すぐに索引出来るものの忘れてしまいやすいものです。
ワタナベアカデミーにいる間は紙辞書を、お家でお勉強する時も、3 級合格までは紙辞書を使いましょう。
（学芸大学 MASUBUCHI クラス）
いつもレッスンへのご協力をありがとうございます。
会話レッスンは受けていますか？会話レッスンも忘れずに受講をお願い致します。
2 月のレッスンは 2/8〜3/6 の 4 週間になります。この間に、2 月分のコマの消化をお願い致します。
（3 月の第 1 周目は 2 月分のレッスンとしてカウントされます。ご注意ください。）
外出自粛要請延長に伴い、最終コマ(19:30-20:50)はオンラインレッスンとなります。
対面レッスンとお間違い無いようにご予約をお願い致します。
また、火曜日木曜日限定でオンラインレッスンも開講しております。
そちらへの参加もぜひお待ちしております。
学校の定期テストの補習をご希望の場合、担当の先生にメールでご希望の日程をお知らせください。
テスト前は早めに満席になってしまう可能性が高いです。レッスンのご予約、補習のご予約はお早めにお願
い致します。
ウェブ上で満席の場合は、レッスン・補習のご予約は原則承ることができません。予めご了承下さい。
オンラインでも補習が可能ですので、ぜひご予約ください。
【学芸大学 DEWAN クラス】
コマ制レッスンにご協力いただきありがとうございます。
外出自粛要請延長に伴い、2 月 8 日～3 月 26 日までの最終コマ(19:30-20:50)は
オンラインレッスンのみとなります。教室での受講はできませんので、ご注意ください。
1 月と 2 月 6 日までの最終コマがクローズとなっていたため、この間に消化できなかったコマは
すべての生徒さんが 3 月まで持ち越し可能となっております。
会話レッスンも含め、計画的なご予約をお願いいたします。
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【洗足教室 SAKAGUCHI クラス】
洗足教室の皆さん、会話のレッスンに必ず参加してください。参加の仕方が分からなければ聞い
てください。
あっという間に本年度も終わりますね。小さい目標でも大きい目標でも良いので心に留めてレッ
スンに来てください。何かあればいつでも連絡ください。
【KAORUKO 先生クラス】
TOEFL, TOEIC, 英検、IELTS、大学受験対策中心にオンライン授業をすすめていますが、
2 月と 3 月は『リスニング力とライティング力』のレベルアップの為、Podcast の要約を行なってい
ます。どんどん授業に参加して下さい。
【TAKAKO 先生クラス】
いつもレッスンへのご協力有難うございます。今月は、期末などの定期テストの補習レッスンに加
えて、英検面接練習の補習レッスンも致しますので、必ずご確認ください。
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