
Watanabe Academy, April 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

馨子先生から皆様へ 

 

Last month, I wrote about my business trip to the United States in January and how much of a 

shock it was to be back in a country that looked and felt so different. Of course, COVID-19 had 

changed its landscape. With social distancing, quarantines, and telework, the streets were devoid of 

people, movement, and the friendly energy that is so American. Typically, the streets are full of 

people waving to each other, smiling, and chatting. Starting a casual conversation with a person on 

the street or at the store is part of social life. Shaking hands or hugging your friends, acquaintance, 

or anyone you meet is part of etiquette and a symbol of how open and engaging you are with the 

outside world. So, life is usually quite noisy in the US. Except, in January, the laughing and talking 

were gone, and only silence remained. No more hugging. No more chatting. And, no more noise. With 

more than 200,000 daily COVID-19 infection cases and close to 4400 deaths a day, everyone was just 

trying to survive (CDC, January 2021). 

  

After spending two weeks in survival mode myself, I was taken aback when I exited Haneda Airport. 

A different world awaited me. The sun was shining. People were walking on the streets, and the 

roads were full of cars. The movements of everyday life were palpable, and the sounds it generated 

contrasted the silence that dominated life in the US. 

  

Japan has suffered the consequences of COVID-19, and our livelihood has been challenged by its 

evil hand. Yet, it is also apparent that the ocean has acted as our protector, and our wounds may not 

be as deep. We may be hurt, but we are still strong, healthy, and energetic. As a country, we should 

be one of the first to get back to work as citizens of our global society. The world needs us right now. 

So, let’s get back to work! 

 

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 

 

先月は、１月のアメリカへのビジネストリップで、アメリカがどんなに変わっていたかをお話し

ましたが、今月はその続きです。 

 勿論 COVID-19はアメリカの風景を変えていました。ソーシャルディスタンス、隔離、テレワーク。

誰一人いない道。何の活動も無い静まり返った通り。道端で手を振り合って挨拶したり、笑ったり、

ぺちゃくちゃとおしゃべりをしたりといった、非常にアメリカ的なエネルギーの皆無！ 

スーパーや道で知り合いに出会ってハグしたり、派手な挨拶をしたりといったアメリカの典型的な

姿はどこへ行ってしまったのでしょう！ 

このアメリカ特有の姿は、アメリカのエチケットであり、外の世界に対して開かれていることを

示すことでもあるのです。アメリカの日常生活は、とても賑やかで騒がしいのです。 

ところがこの１月は！人々のおしゃべりしたり笑ったりといった姿はどこかへいってしまってい

ました。ただの静けさの町に変わってしまっていたのです。ハグも無し！おしゃべりも無し！毎日

２００,０００件以上の新たなケース！１日に４４００人の死亡！皆がただただ、COVID-19 の中で

生き残ろうとしていました。 

私自身も生き残りモードの二週間後、羽田空港に戻ったら、異なる世界が待っていました。太陽

は輝いていて、人は歩いているし、道路は車で一杯！それはアメリカの生活を覆っていたあの静寂

さとは、全く違ったものでした。 

日本も COVID-19 で苦しんでいますし、私達の毎日の生活も COVID-19 の邪悪な影響を受けていま

す。しかし、日本を囲んでいる大海は、私達の傷が他の国ほど深いものならない様に、私達を保護し

てくれているのは明らかです。 

私達も傷ついています。しかし私達は、未だ強く、健康でエネルギーがあります。私達日本人はこ

のグローバル世界市民として、元の姿に戻る最初の国の一つになるべきなのではないでしょうか！ 

世界は今私達を必要としています！さあ、元気を出して、元の世界が戻って来る様に頑張っていき

ましょう！ 

  

マニエー渡邊馨子 

 

 

 

 

 
                                    

                     
  

  

 

  

2021 年 3 月‐2021 年 5 月 

5月 

3日(月)～9日(日) …レッスンおやすみ 

30日(日)…英検 2021年度第一回本会場試験日 

 

 

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。 

 

3月 

1日(月)～6日(土)…TOEFL Primary受験期間 

8日(月)～12日(金)…TOEIC Bridge受験期間 

15日(月)～17日(水)…4月のスケジュール発送 

25日(木)…英検 2021年度第一回個人申し込み開始日 

28日(日)～31日(水)…レッスンおやすみ 

 

4月 

1日(木)～4日(日)…レッスンおやすみ 

15日(木)…英検 2021年度第一回個人申し込み締め切り 

※書店受付締切日は 4 月 9 日(金)、書店申込書類の協会必着日は 4 月 13 日(火) 

5日(月)～30日(金)…主任担当制レッスン 
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 Announcement 

 

 
 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。 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染予防対策 

英検のお知らせ 

 

2020 年度第 3 回の英検は、感染拡大防止策を最大限に配慮し、3 級から 5 級のみ英検の実施をワタ

ナベアカデミーで行うことができましたことに、皆さまお礼を申し上げます。久しぶりに開催するこ

とができた英検で、皆さまのしっかりとした結果が出せたことをスタッフ一同、大変喜んでおります。 

このコロナ禍でも、しっかりと学びを辞めないことを推奨しているワタナベアカデミーとしまして

は、2021 年度第 1 回の英検も実施したいと願うところではありますが、見込み受験者数と教室でのス

ペースを考えますと、どうしても今しばらく私共での受験開催を見送る必要があります。残念ながら、

2021 年第 1 回の英検準会場の開催は致しません。ご了承をお願い致します。 

受験をご希望される方は、必ず本会場や学校開催でお申込み下さい。 

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。 
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News from classroom 

 
【学芸大学 SASSANO クラス】 

 

コマ制のレッスンにご協力頂きありがとうございます。 

 

毎度のお願いで恐縮ですが、レッスンの際生徒さんご本人が«次回のレッスンがいつなのかの共有»をお

願い致します。 

 

それにより、宿題の量を考慮する為です。 

 

どうぞよろしくお願い致します。 

（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。 

 

3月のレッスンは 3/8〜3/27の 3週間になります。この間に、3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。 

※いつもより 1週間少ないので、計画的にコマの消化をお願い致します。 

 

3/28〜4/4は、レッスンがお休みとなっています。 

お休み中はメール・電話での対応もお休みとさせて頂きます。対応にお時間頂きますこと、何卒ご了承く

ださい。 

4月のスケジュールは、4/5〜となります。 

 

最終コマ(19:30-20:50)はオンラインレッスンのみ開講となります。 

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行なっておりましたオンラインレッスンに関しては、3 月は行なっておりません。

何卒ご了承下さい。 

 

4月から中学校に進学される生徒様は、コマ数が変わります。 

通常レッスンは 7 コマ、会話レッスンは 2 コマ(4回受講）になります。 

来月からはコマ数にご注意の上、ご予約をお願い致します。 
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【学芸大学 DEWAN クラス】 

 

来月４月から新学期が始まりますが、ワタナベアカデミーでは４月からも現在のコマ制レッスンを継続する

ことが決定いたしました。来月以降も、今まで通り４週間で区切られた各月の期間の間に、自分の持ちコマ

を消化していただくようになります。 

学年があがると、持ちコマの数も変わる場合がございます。 

郵送されますスケジュールの下にある表を参考に、ご自分のコマ数をご確認ください。 

 

そして、残念ながら 4月いっぱいも最終コマは、オンラインレッスンのみ行うことが決定いたしました。 

教室でレッスンのレッスンができるようになりましたら、また郵送でお知らせしますので、必ず毎月のお手紙

をご確認お願いいたします。 

 

また、今月３月までは前の月の未消化コマを持ち越すことが可能です。 

しかし、来月４月になるとコマ数がすべてリセットされますのでご注意ください。 

２０２０年度の未消化コマは、必ず２０２１年３月２７日までに消化してください。 

 

２０２１年４月以降も、原則として期間内に消化できなかったコマを翌月に持ち越すことはできませんので、

オンライン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。 

 

 

【洗足教室 SAKAGUCHI クラス】 

 

ご進学・ご進級おめでとうございます。 

中高生の皆様は学校の英語の授業で使う教科書やその他の教材がわかりましたら教えてください。 

通常のカリキュラムやテスト対策に必要です。 

本年度もみなさんの目標に向けて毎日毎回全力でレッスンに取り組んでいきましょう。 

 

【KAORUKO 先生クラス】 

                                 

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." -Eleanor Roosevelt 

素敵な言葉ですよね。みなさんも素晴らしい夢を明確に描いていますので目標に向かって日々の努力

を忘れずに！ 

4月は引き続き『リスニング力とライティング力』のレベルアップ教材を導入していきますので楽しみにし

ていて下さい。 

 

【TAKAKO 先生クラス】 

 

進級・進学おめでとうございます。オンライン・レッスンが始まり、早くて１年になります。当初は、スケジュール

等を試行しながらの遂行でしたが、皆さまのご協力のお陰でここまで来ました。4月からも現在のスケジュー

ルで行っていこうと思います。引き続き、物理的な距離を感じないレッスンを行っていけるよう努めて参りま

すので、皆さまも疑いのない取り組みで一緒に頑張っていきましょう！！ 
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