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To all our students and their families,
This summer is going to be an exciting time for the people who live in Japan.
The months of July and August will be magical with all eyes of the world, focused on how we will honor the tradition
of hosting the Olympic Games.
It is bitter sweet that such a momentous occasion is now shrouded with darkness because of COVID-19. Really. How
could we have anticipated that the Tokyo Olympics would end up like this. So much controversy and restrictions
forced upon ourselves and our guests, I am sure this Olympic game will go down in history either as a symbol of
success or an unfortunate victim of unexpected circumstance.
The Olympics are definitely coming! With a few weeks until the opening ceremonies, nothing can stop this event
from happening. So, shouldn’t we just put our personal opinions aside and open our arms to welcome the heroes
that will descend on Japan and LET THE GAMES BEGIN!
Stay safe, protect yourself and your family and enjoy your summer!

2021 年 7 月‐2021 年 9 月
9月
7月

1 日(水)～30 日(木)…主任担当制レッスン

１日(木)～31 日(土)…主任担当制レッスン

※祝日にレッスンが開催されるかは、
担当の先生にご

4 日(日)…英検 2021₋1 二次試験本会場 B 日程(2〜3 級)

確認をお願いします。

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)
8月

スケジュールは変更される場合があります。

1 日(日)～31 日(火)…主任担当制レッスン

ご了承ください。

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

～卒業生からのメッセージ～
先月は、アカデミーの卒業生で現在ボストン在住の、
西川マミさんから在塾生の皆様へメッセージをいただきました。
今振り返って思えば、小学生時代から innovative な Watanabe Academy の英語教育を受けられたお陰で、
英語に触れるだけに限らず、英語を通して可能な道を広げることができたのだと確信します。
そんなビジョンを描いた私は高校卒業後、大学から米国へ渡米しました。今では人生の半分以上をアメリカで
過ごしたことになります。
大学が始まったばかりの頃は授業についていくのに精一杯でしたが、英語力をどう発達させるのか、どう身につ
けていけば良いのかについては、私には Watanabe Academy で培った学習法という強い味方がいました。当然な
がら、留学生はネイティブの何倍もの勉強量をこなす必要があります。始めの頃は、授業を録音させてもらい、そ
れを何度も聞いてノートをとりました。リーディングもかなり時間がかかったのを覚えています。それでもそのうち慣
れてきて、ある時、「聞き取りが楽になった！」とか、「辞書を細かく引かなくても意味が分かってきた！」「考えずに
英語がスラスラ出てくる！」という瞬間が増えていきました。このような小さな成功を重ねながら、大学、そして大学
院を卒業し、現在はハーバード大学病院で Physician Associate として毎日診療にあたっています。
皆様もご存知だと思いますが、Watanabe Academy には、ここでしか習得できないというスキルや経験が沢山あり
ます。語学勉強にベストなタイミングにアカデミーで学べた事に、とても感謝しています。

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。
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News from classroom
【学芸大学 SASSANO クラス】
夏休みも残り半分になりました。
サマーリーディングは順調でしょうか？
ぜひ、1 冊読み終えて達成感を味わってください。
（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。
7 月のレッスンは 7/5〜7/31 の 4 週間になります。この間に、7 月分のコマの消化をお願い致します。
新しくご入塾された生徒様で、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、担当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。
7/20〜、火・水・木・金曜日のみ、午前のコマも開講しております。ご予約お待ちしております。
【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。
7 月はコマ消化期間が３週間になっていますが、DEWAN クラスすべての生徒さんが８月へのコマの持ち越
しが可能です。夏休みを利用して計画的なご予約をお願い致します。
また、会話レッスンへも引き続き忘れずにご参加ください。
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【洗足教室 SAKAGUCHI クラス】
７〜8 月はそれぞれのレベルに合わせた Summer Set(Summer Reading と Grammar 教材)を用
意しています！しっかり取り組んでたっぷりと力をつける夏にしましょう。
【KAORUKO 先生クラス】
Dear students,
It's hard to believe that summer is almost here. I know many of you have your finals before
you can truly relax and welcome your school break. But, SUMMER is SUMMER! Right?
So, what do you have planned for your summer? Getting your COVID vaccine? Participating
in club activities? Sleeping in? Eating? Or, maybe, just hanging out? Well, either way, please
make sure you log into class regularly because I have created customized curriculums for
each and every one of you.
And, in August, I will be connecting with you from our New England House in Boston. I hope I
can give you a virtual tour of the house.
Well, let's make summer 2021 memorable and productive.
Kaoruko
【TAKAKO 先生クラス】
私のオンライン・レッスンクラスは、7 月 19 日～24 日、8 月 9 日～14 日はお休みになっています
が、その他の時間にしっかり申し込んで、一緒にレッスンをしましょう！
学校の勉強のみに制限されない、英語学習ができる大切な時間にしていきましょう。
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アシスタントスタッフの紹介
ワタナベアカデミー洗足教室では、現在 6 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洗足教室のアシスタントスタッフを紹介します。

志田昌佑記さん

北野康平さん

早稲田大学政治経済学部３年

東京大学法学部 3 年

大学では日本政治について学んでいます。また、ワタナ

アカデミーの勉強が大変に感じることもあると思います

ベには中学 1 年生から通っています！ワタナベの先生方

が、ここでした努力は必ず力になります。全力でサポート

から学んだことを皆さんに伝えていければと思います。

していきますので、一緒に頑張りましょう！

宜しくお願いします！

浅場愛さん

西田圭汰さん

慶應義塾大学法学部 3 年

慶應義塾大学文学部 1 年

大学では体育会剣道部に所属しており、ゼミでは国際法

文学部は 2 年次に専攻を決めるので 1 年の今は自分に

（特に環境法と国際人道法）について学んでいます。一緒

合う分野を模索しながら様々なものを学んでいます。小

に学ぶ姿勢を持ち、皆さんが楽しく英語学習が出来るよ

6 から高 3 までお世話になったアカデミーで塾生の皆さ

う頑張ります！

んの英語学習の手助けをする役割を務めることが出来て
光栄に思っています。

磯野雅志さん

高木伶衣子

慶應義塾大学理工学部１年

慶應義塾大学理工学部 1 年

大学ではテニスサークルに所属しているので、テニスとサ

大学では、主に化学について学んでいます。皆さんが英

ークル活動を楽しみたいと思っています。一緒に英語の勉

語の学習をスムーズに進められるよう、精一杯お手伝い

強頑張りましょう。

します。一緒に頑張りましょう！
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