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『もういくつ寝ると・・・』と、指折り数えて待つのはお正月と思っていましたが、新型コロナのパンデミッ
クでの自粛、マスク着用の生活も二年目に入ってくると、指折り数えてこの新型コロナパンデミックからの解放
を待っています。もう少しの辛抱ですね！
しかし、今年も夏はやってきています。どういう状況であっても時は同じように進んでいるのです。
ワタナベアカデミーでは、昨年はできなかった『サマーリーティング』を、今年は少し違った形で準備してい
ます。各生徒さんへ、レベルに合った洋書と文法問題集を、下記のように３点セットにして、７月に入りました
らお渡しします。
1.

Oxford University Press 発行の本を一冊（非常に薄い本です。）

2.

Oxford University Press 発行の本を読むのに必要な簡単な文法問題集（私たちが作っています。）

3.

単語帳作成用ノート

学生の皆様は、学校の期末テストが終わり次第、通常カリキュラムをこの『サマーリーティング』セットに変更
して進めていきます。ただ、復習・英検・TOEFL・IELTS 等のお勉強が必要な生徒さんは、『サマーリーティン
グ』には取り組まず、現在のカリキュラムを引き続き進めます。この夏を利用して弱点を埋めたり、英語力をも
っと強化したりと、各生徒さんに合わせて進めていきます。会話レッスンでは、自分のレベルの本を音読し、そ
こに出てくる文法を使って会話の練習をします。（サマーリーディングに取り組まない生徒さんも、もちろん会
話レッスンに参加できる形になりますのでご安心ください。）夏の終わりには、ステップアップした自分に気が
つきますよ。一緒に頑張りましょう。
なお、昨年を除いて毎年行っていました、夏期アメリカ短期留学は、残念ながら今年も見合わせることになり
ました。来年は必ず実施できるように準備を始めています。
また、それとは別に私どもはアメリカに会社を持っていまして Watanabe Academy USA,Inc として留学のコンサ
ルタントを行っております。ボストンに拠点をもつことができましたので、新しいお知らせを作成しました。同
封致しますので、今でも、将来でも、安心安全の留学をお考えでしたらいつでもご相談ください。
渡邊節子
6月

2021 年 6 月‐2021 年 8 月

12 日(土)…英検 2021₋1 一次試験準会場 G 日程
(4・5 級限定)

8月
1 日(日)～ 27 日(金)…2021₋2 英検個人申し込み
受付期間

27 日(日)…英検 2021₋1 二次試験本会場 A 日程(全級)
準会場 A 日程

※海外含む

※書店受付締切日は 8 月 20 日(金)、
書店申込書類の協会必着日は 8 月 24 日(火)

9 日(月)～15 日(日)…レッスンおやすみ

7月
4 日(日)…英検 2021₋1 二次試験本会場 B 日程(2〜3 級)
準会場 B 日程
5 日(月)～10 日(土)…DEWAN クラスレッスンおやすみ
11 日(日)…英検 2021₋1 二次試験本会場 C 日程
(1 級・準 1 級)

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。
Watanabe Academy, July 2021

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。

STUDY ABROAD PROGRAM
SantaMonica7 月号と一緒に Watanabe Academy U.S.A.,Inc.が行っている
留学プログラムについてのパンフレットをお送りしております。
興味のある生徒さんは、パンフレットに掲載されている馨子先生のアドレス
もしくはレッスン担当の先生にご相談ください。

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, July 2021

News from classroom
【学芸大学 SASSANO クラス】
コマ割りのレッスンにご協力頂きありがとうございます。
夏休みは昨年取り組めなかった【サマーリーディング】を行います。
生徒さん一人一人のレベルにあった本をご用意します。
音読はもちろん、暗記や日本語訳に取り組んでもらう予定です。
英語を｢勉強｣として取り組むことが多いですが、サマーリーディングを通して 1 冊の本を読み上げることで
達成感を感じて貰えればと思います！
（学芸大学 MASUBUCHI クラス）
いつもレッスンへのご協力、誠にありがとうございます。
会話レッスンも引き続き忘れずに受講をお願い致します。
6 月のレッスンは 6/8〜7/3 の 4 週間になります。この間に、6 月分のコマの消化をお願い致します。
※7/1-3 は 6 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。
颯々野クラスから鱒渕クラスに変更になった生徒様で、コマの取り方やオンライン会話レッスンに関してわ
からないことがございましたら、鱒渕までお問い合わせください。
※最終コマに関して
曜日によって対面レッスンとオンラインレッスンを開講しますので、別紙スケジュールをよくご確認の上、お
間違いの無い様にご予約をお願い致します。
6 月末〜7 月頭に学校の定期テストがある方は、日程と範囲が分かり次第、すぐに担当の先生にお知らせ
ください。対策致します。補習も可能です。担当の先生にメールにてご相談ください。
【学芸大学 DEWAN クラス】
今月も、レッスンへのご参加ありがとうございます。
DEWAN クラスの 7 月のスケジュールですが、7 月 5 日(月)～10 日(土)はレッスンがおやすみとなってお
ります。7 月のレッスン開催期間が 3 週間になってしまいますが、すべての生徒さんが 7 月のコマを 8 月
に持ち越し可能となります。夏休みを利用して、計画的なコマの消化をお願い致します。
また、DEWAN クラスがおやすみの期間も、オンライン英会話レッスンは開催されていますので、こちらも必
ず持ちコマ分ご参加ください。
7 月２４日３１日と８月のすべての土曜日はオールイングリッシュクラスのみの開催となります。ご予約をご
希望の方は、予約サイトからではなく、デワンに直接 e-mail をお願い致します。
夏休みの期間は、昨年できなかったサマーリーティングのカリキュラムに取り組んでいただきます（各種テ
ストを控えた生徒さんを除く）。今後もレッスンへの積極的な参加をお願い致します。

Watanabe Academy, July 2021

【洗足教室 SAKAGUCHI クラス】
まもなく暑い夏がやって来ますね。
1. エアコンや扇風機をつけているので体温調整しやすいように上着・熱中症対策のために飲み物
を忘れずにお持ちください。
2. ”定期テストや英検”の２週間前から補習を２コマまで取ることができます。ぜひご利用ください。
補習であってもウェブサイトから予約が必要です。よろしくお願いします。
【KAORUKO 先生クラス】
Dear students,
Every month, I have decided to write a little bit of wisdom to encourage you to persevere
in your quest to succeed. My words will be short, simple, and to the point. So, don’t worry
about spending too much of your time reading.
This month, I would like to introduce you to a beautiful quote by the 35th president of the
United States. This quote are words that may resonate with you this month, especially since
many of you have entered a new academic year and have started to face challenges that
are new and grand. Of course I wish you success but sometimes, you may feel defeated.
When you feel low or need an extra push so you can meet your challenge, refer to the
words of President John F. Kennedy.
"Every accomplishment starts with the decision to try”.
Exactly. Just try and see where it goes. I follow these words all the time.
では 6 月もよろしくお願いします。
【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。コロナ禍での夏 2 年目ですね。負けずに、頑張りましょ
う。夏休み期間中は、皆さまのスケジュールも変わると思います。皆さまに都合のよい時間帯をきしな
がら、7 月と 8 月のスケジュールを決定します。よろしくお願い致します。
～ワタナベアカデミーの卒業生より～
今回は、高校 1 年次に入塾し生徒として約 3 年間、アシスタントとして約 4 年間ワタナベアカデミーに在籍
し、この 6 月より外資系コンサルティングファームに就職された上林由月君からのメッセージです。

在塾生のみなさん、
つい最近までアシスタントとしてワタナベアカデミーにいたため、よく顔を合わせていた皆さんにこのような文章を寄
せるのは少し気恥しさがありますが、ワタナベアカデミーに入塾してから約 7 年、生徒としてはもちろん、アシスタン
トとしても英語について多くの知識や経験を積むことができました。特に私の中で活きていると感じるのは、アウトプ
ットの経験です。生徒としては覚えた単語のオーラルチェック、アシスタントとしては皆さんからの質問に回答するこ
となどでアウトプットすることで、自分の中に知識としてしか存在しなかったものが、実用性を伴っていきました。それ
を特に感じたのは大学時代に参加したドイツでの世界合唱祭でした。いざ英語でのリアルなコミュニーケーション
に触れたときに、すぐに使えるのはアウトプットを多く行ったことのみでした。いつも皆さんは嫌になるほど暗記をして
いると思いますが、それをアウトプットすることがとても重要です。単語のオーラルチェックや essay writing、会話のレ
ッスンなど、ワタナベアカデミーにあるアウトプットの機会をフル活用してもらえればうれしいです。
上林由月
Watanabe Academy, July 2021

アシスタントスタッフの紹介
ワタナベアカデミー学芸大学では、現在 12 人のアシスタントスタッフとともにレッスンを行っております。
教室で会ったことのあるスタッフもいるかと思いますが、
今月号では改めてワタナベアカデミー学芸大学のアシスタントスタッフを紹介します。

石河美歩さん

関藤陽さん

学習院大学 4 年

慶應義塾大学 3 年

大学では社会科学全般を英語で学んでおり、部活動は体

日本とアメリカの独占禁止法についてのゼミで日々活動

育会少林寺拳法部に所属しています。

をしています。英語を勉強することで、沢山の可能性を

皆さん学業に部活に大変かと思いますが、一緒に頑張り

生み出すことができます。一緒に楽しく学んでいきましょ

ましょう！

う！

渋谷隼汰さん

﨏雅貴さん

慶應義塾大学 3 年

慶應義塾大学 2 年

大学では主に政治思想を学ぶ一方で、合唱団に所属し

オンライン授業のやる気の上げ方を日々模索中。

歌を歌っています。また、中高 6 年間アカデミーで学んだ

『10 回書き』、同じ単語を見たら『あ、これ最初間違えて

甲斐もあり、今年 9 月から交換留学生としてアメリカに

10 回も書くの大変だったやつだ…』 って覚えるのでしっ

派遣される予定です。私自身まだまだ勉強中の身ではあ

かりやろう！

りますが、少しでも皆さんのお力になれたらと思います。
一緒に頑張りましょう！

佐藤謙太郎さん

関口大心さん

慶應義塾大学 2 年

東京学芸大学 2 年

大学では経済の勉強と部活を軸に日々過ごしています。

大学では教育学部で初等・中等教育について学んでお

未熟者ではございますが、英語の勉強一緒に頑張りまし

り、部活動は硬式テニスに所属しています。

ょう！

私も英語を通して様々なことを学んでいるので、ぜひ一
緒に楽しく学んでいきましょう。よろしくお願いします！

Watanabe Academy, July 2021

岡倫子さん

大内麻衣さん

慶應義塾大学 2 年

上智大学 1 年

総合政策学部なので色んなジャンルの授業を取りすぎて

大学では国際関係について学んでいます。また、ラクロス

頭がパンクしそうです！学校外では障害馬術の選手をし

部に所属し充実した大学生活を送れるように頑張ってい

てます。小学校 3 年生で節子先生・かおるこ先生・たか

ます！一緒に英語力アップを目指して頑張りましょう！

こ先生に出会い、今こうしてお手伝いができて幸せです。
いつでも話しかけてください！

関谷呼鼓さん

新井美波さん

早稲田大学 1 年

慶應義塾大学 1 年

大学では今はマーケティング、国際政治、建築などの授

大学では経済学や史学を学んでいます。また、ダンスサ

業をとっています。授業が英語で行われるため、ついてい

ークルに所属していて、日々ダンスの上達に励んでいま

くので精一杯です。英語の勉強は地道な作業が多いです

す。英語を楽しく勉強してもらうために精一杯サポート致

が、一緒に頑張っていきましょう。

します。宜しくお願いします。

山西美穂さん

小池翔宙さん

早稲田大学 1 年

サンモールインターナショナルスクール 12 年(高 3)

高校の時アメリカに留学をしました。今は、部活動でチア

高校ももうすぐ終わり、大学では犯罪学と経済学を勉強

リーディングに励んでいます。私が教わった様に、塾生の

します。環境が全く異なる場所に行くので緊張しますが

皆さんにも英語の楽しさを伝えていければと思います！

頑張ります！

Watanabe Academy, July 2021

