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He can who thinks he can, and he can’t who thinks he can’t. 

This is an inexorable, indisputable law. 

Pablo Picasso 

できると思えばできる、そしてできないと思えばできない。 

これはゆるぎなき、絶対的な法則だ。 

パブロ・ピカソ 

Continuous effort 

 not strength or intelligence, 

is the Key to unlocking our potential. 

Winston Churchill 

力や知性ではなく、継続した努力が 

私たちの可能性を解き放つ鍵だ。 

ウィンストン・チャーチル 

 

During the holiday season, we would like to express our gratitude for your 

loyalty and trust.  

We are blessed to have students and families like you! 

  I wish you a spectacular Christmas and a prosperous new year!  

今年のChristmasPresentとFeedbackSheetを各生徒さんに別便でお送り

します。楽しんでください。 

Watanabe Academy, 2020 

 

 
                                    

                     
 

 

  

Watanabe Academy  Gakugeidaigaku 

Watanabe Academy  Senzoku 

Watanabe Academy  Kajigaya 

Watanabe Academy  Boston 

 http://watanabe-academy.com 

2021 年 1 月 

2021年 1月‐2021年 2月 

2月 

1日(月)～28日（日）…主任担当制レッスン 

1日(月)、2日（火）…英検ジュニア（学芸大学） 

1日(月)～4日(木)…英検ジュニア（洗足） 

 

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。 

 

1月 

1日(金)～10日（日）…レッスンおやすみ 

11日(月)～31日(日)…主任担当制レッスン 

24日(日)…第三回英検ワタナベアカデミー実施日 

31日(日)…英検ジュニア（学芸大学） 

 

1月のレッスン開始日や、レッスンがお休みの日は、

クラスごとに異なります。 

必ず郵送される自分のクラスのスケジュール表を 

確認してください。 
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 Announcement 

 

 
11 月に入ってから、新型コロナの感染者数は再び増加しており、“第三波”の到来だ

という見方もあります。 

ワタナベアカデミーでも、通われている生徒のみなさん、及びスタッフの健康と 

安全を第一に考え、これまで以上に対策を徹底して参ります。 

 

＊感染予防対策  １．開始前の生徒さんの検温、手の除菌。  

２．教室内の換気。  

３．クラス前後の除菌、掃除の徹底。  

４．スタッフの検温、マスク着用。 

５．教室内では、自分の席で周りと会話をせずに飲食。 

６．ソーシャル・ディスタンスを保っての交流。 

 

※体調がすぐれない場合、無理な来校は避け、お振替していただきますようお願い 

申し上げます。 

また、換気によって教室内が寒くなってしまう場合がございます。 

各自防寒着をお持ちいただき、レッスン中もご着用ください。 

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。 

 

新型コロナウイルスへの対応 

英検ジュニア 

英検ジュニアが 10 月末に行われ、たくさんの小学生が受験してくれました。今回は、久しぶりの英検ジ

ュニアの開催となりましたが、みなさんもよく頑張って頂き、全体的にとてもよい結果になりました。 

英検ジュニア対策では、ただ点数を追うのではなく、JrStep の受験級の範囲を暗記すること、過去問を

何度も解くことを徹底して行っています。 

また、英検ジュニアそれぞれの級 80%以上取得を目標にすることで、生徒さん自身の暗記や宿題のモチ

ベーションになっていると感じられました。 

Gold を 80％取得された生徒さんは、英検５級のリスニング過去問は満点近く取れています。 

このような幼少期からの小さな積み重ねが、中高生や大人になった時に必ず力になると思い我々も指導

に取り組んでいます。 

2 月にも英検ジュニアを開催します。ぜひ受験しましょう！ 
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News from classroom 

 
【学芸大学 SASSANO クラス】 

 

コマ制の授業に御協力いただきありがとうございます。 

もう 12月ですね。激動の 1年だったかと思います。レッスンのやり方も模索しながら行いましたが、色んな

気づきがあり、私にとっては収穫の多い年となりました。レッスンを通じて生徒さんに還元できて行けたらと

思います。 

生徒の皆さんは変わらず元気にレッスンに来て下さり、元気づけられることもしばしばありました。 

どうぞ良い年をお過ごしください。 

 

【学芸大学 MASUBUCHI クラス】 

 

平素よりコマ制レッスンにご理解、ご協力をありがとうございます。 

オンライン会話レッスンも必ずご参加をお願い致します。 

12 月のレッスンは 11/30〜12/26 の 4 週間になります。（11/30 は 12 月のレッスン分としてカウントさ

れます。） 

12/27-1/10はレッスンがお休みになります。1月のレッスンは 11日〜始まりますので、ご注意ください。 

また、お休みの間は、メール・お電話での対応もお休みとさせて頂きます。対応に少しお時間頂きますこ

と、何卒ご了承下さい。 

感謝のコマは、12月の最後のレッスン日まで有効となります。それ以降に消化できません。今月中に消化

をお願い致します。 

ご自分の余っているコマがわからない場合は、担当の先生にお問い合わせ下さい。 

1月の英検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。 

英検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、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。 

今年度は最後のチャンスです。必ず合格しましょう！！ 

 

【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。 

DEWAN クラス 1 月レッスンの開始日は、1 月 7 日となっております。他のクラスと開始日が異なっていま

すので、ご注意ください。 

英検対策は、試験日 2週間前から受講可能です。（1週間に２コマ補習可能。） 

通常の予約サイトより、必ずあらかじめご予約をお願いいたします。 

また、毎月の会話レッスンも必ず参加してください。 
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【洗足教室 SAKAGUCHI クラス】 

 

1. 引き続き予約サイトからご予約を必ずお願い致します！ 

(補習レッスンでも予約サイトからご予約は絶対に必要です。) 

2. テスト対策の補習レッスンは週に４コマまで取って頂けます。 

3. 12月は毎週日曜日もレッスンしています。ぜひいらしてください。 

4. 冬休みの宿題を出しています。必ず取り組んでください。 

 

どうぞ良いお年をお迎えください！今年もありがとうございました。 

 

【KAORUKO 先生クラス】 

 

Continuous Effort, not strength or intelligence, is the key to unlocking our potential.  

イギリス歴代の首相、Winston Churchillの名言は真実そのものです。確かにそうです。成し遂げた

い目標を確実にするには常に、そしてコンスタントに努力することが大切だと誰でも痛いほど知ってい

ると思います。私も実現させたい様々な目標があるので毎日毎日自分との戦いです。辛くて大変で

すよね。 

しかし、私のバトルを通して最近特に確信したことがあります。それは決して一人で戦う必要がない

ということです。一人だとつい自分に甘くなったり、空回りしたり、自分の限界を感じてしまいますが、

誰かサポートしてくれる人がいると何だか不思議に辛さが明るさに変わります。 

自分のサポーターは多方面からリクルートするのも良いですが、やはり身近にいるお家の方、そし

てお世話になっている先生の力を借りることが大切だと思います。 

ワタナベアカデミーのオンライン授業は教科こそ英語ですが、私の今までの経験と培ってきた知

識が皆さんの continuous effortのサポートになれればと思っていますので、いつでも相談して下さい。 

今年のワタナベアカデミーからのクリスマスギフトには Churchill の名言が書かれていますが、アメリ

カ４４代目大統領、Barack Obama、の名言も是非皆さんのエネルギー源にして下さい。 

 

Don’t be afraid to ask questions. Don’t be afraid to ask for help when you need it. I do 

that every day. Asking for help isn’t a sign of weakness, its a sign of strength. It shows 

that you have the courage to admit when you don’t know something, and to learn 

something new.                                       Barack Obama 

 

【TAKAKO 先生クラス】 

 

色々とあった 2020 年度ですが、1 月が今年度最後の英検になります。英検が英語学習の全て

ではありませんが、自分の英語力を飛躍させる絶好の機会です。一つのけじめとして、1月の英検受

験者は、できるだけのことをして受験当日を迎えましょう！英検対策の補習を致しますので、是非ご

参加下さい。 


