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“It is not the strongest of the species that survives, 

    nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.” 
―Charles Darwin― 

「生き残った種というのは、最も強かった訳ではない。また、最も賢かった訳でもない。変化に対する適応能力が高かったのである。」 

―チャールズ・ダーウィン－ 

 

去年の４月７日に緊急事態が発令されて１年が過ぎました。去年の息もつけなくヒステリックに毎日を過ごした

４月から随分と長い時間が過ぎたような気がします。将来この『４月７日』は、『９１１』や『３１１』といった

災害を記憶する数字の世界になるのでしょうか？ 待ち望んでいたワクチン接種ももうそこまで来ているとはい

っても、なかなか現実のものとはなりません。この「With Corona」の世界では、あせってはならないとは分かっ

ていても、早く早くと待ち望みます！ため息の数が多くなった「With Corona」の世界。しかし私達は、明日がど

のような日であっても、未来に向かって進まなければならないのです。この『新型コロナパンデミック』がもたら

す災害に、決して負けてはいけないのです。 

幸いなことに、私達ワタナベアカデミーでは、生徒さんとスタッフが一丸となり、オンキャンパスレッスン（対

面授業）・オンラインレッスンと頑張っていて、素晴らしい成績をあげています。今月は、この成績の一部をお知

らせいたします。  

ワタナベアカデミーでは、完全な感染予防を徹底していきますので、皆様方のご協力を引き続きお願い致します。 

渡邊節子 
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2021 年 5 月 

2021 年 4 月‐2021 年 6 月 

6月 

27日(日)…本会場 A日程(全級) 

準会場 A日程 ※海外含む 

 

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。 

 

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 

 

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 
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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感染予防対策 

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 

 

オンライン会話レッスンを始めて、そろそろ 1 年が経ちます。しっかりと出席してくれている生徒さん

には、大きな上達がみられました。4 月より会話のレベルを 10 段階に分けて、より一層、各生徒さん

に合わせたクラスになります。3 月の終わりに会話レッスン内で行ったテストで、4 月よりのクラスが

決定しています。必ず、担当の先生とレベルを確認して、申込、出席してください。 

1 年を通してのカリキュラムになっていますが、10 月ごろにまた会話レッスン内で確認・進級テスト

を行いたいと思います。その他のレベル変更が必要な場合、担当よりご連絡を致します。 

英語力は一日としてならず！！ 

毎月、必ず会話レッスンに出席しましょう！ 

 

PS. ワタナベアカデミーで 4 年間、会話講師として皆様をご指導致しました Allan 先生が、東京大

学大学院医学系研究科博士課程を修了し、留学を完了しました。ワタナベアカデミーでの講師も終了

となります。 
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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。 

特に 1-3年生の生徒さんは予約が取れないコマが多く、ご不便をお掛けし申し訳ございません。 

5月から緩和できるよう、対策を練っていますのでご寛恕頂けましたら幸いです。 

また 4月から 4年生になった生徒さんは高学年での予約をお願い致します。 

低学年は上限人数も高学年よりも少ないので、必ずご確認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。 

レベルが 4月から変わっています。メールでお知らせしていますが、わからない場合は、ご連絡下さい。 

4月のレッスンは 4/5〜5/1の 4週間になります。この間に、4月分のコマの消化をお願い致します。 

※5/1は 4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。 

※5/2〜5/9はレッスンがお休みとなります。5月のスケジュールは 5/10からとなります。 

レッスンがお休み中(5/2〜5/9）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。 

※最終コマに関して 

対面レッスンを徐々に開講致します。（オンラインレッスンも引き続き開講致します。） 

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、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。 

4月から中学校に進学される生徒様は、コマ数が変わっております。 

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。 

英検を受験される方は、担当の先生に必ず受験日を早めにご報告下さい。 

補習も可能です。ご相談ください。 

 

【学芸大学 DEWAN クラス】 

 

昨年度は、アカデミーの新しいレッスン体系にご理解ご協力いただきありがとうございました。 

DEWANクラスは、4月のレッスンも最終コマ（18:00−20:50）はオンラインのみの実施となりますが、5月か

らは全てのレッスンをオンキャンパスで実施する予定です。 

お持ちのコマを、各月のスケジュール期間内に消化できるよう、計画的なご予約をお願い致します。 

また、4 月から会話レッスンのクラスが新しくなりました。自分の新しいクラスを確認し、こちらも忘れずにご

参加ください。 
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～ワタナベアカデミーの卒業生より～ 

時折、社会でご活躍されているワタナベアカデミーの卒業生が、立ち寄ってくれます。機会があれば、学びの真っただ中に

いる皆さんに一言もらい、載せていきたいと思います。 

今回は、2005 年に東京大学大学院物理学を修了し、現在は 独立行政法人 日本原子力研究開発機構で物理の研究

者としてご活躍されている家田淳一さんがお立ち寄りくださいました。 

 

在塾生のみなさん、 

OB20 数年生、物理学研究者の家田です。 

研究には、議論が不可欠。語学は一番大切なツールです。モヤモヤとした自分の考えを言葉にして、

海外の「おしゃべり」研究者に割って入る度胸。そこには、アカデミーで身に付けた聴く力と語彙

の基礎体力がものをいいます。Many thanks, Watanabe Academy! !学ぶことの楽しさと真剣さを、皆

さんもぜひアカデミーで味わってください！ 

 

 

 

 

 

 

【洗足教室 SAKAGUCHI クラス】 

 

新たな年度の幕開けですね。本年度もみなさん１人１人の目標を達成できるためにカリキュラム・

教材用意しています。引き続き以下の点に気を付けてください。 

１， レッスンのご予約は引き続きお願いいたします。 

２， 教材・筆記用具を忘れずに持ってきてください。 

３， 新年度なので学校で何の教材を使っているか教えてください。 

よろしくお願いいたします。 

 

【KAORUKO 先生クラス】 

                                 

進級・進学おめでとうございます。4月より新しい生活がスタートしたと思いますが、生活には慣れ

てきましたか。新学期に伴い何か変更や気になることがありましたらいつでも相談して下さい。 

 

【TAKAKO先生クラス】 

 

進学・進級おめでとうございます。新しいスケジュールになりますが、忘れずに必ずレッスンに週 1

回出席してください。今年度も一緒に頑張っていきましょう。 
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〈5 級〉 中学生-4名、小学生-21名 

〈4 級〉 中学生-9名、小学生-20名 

〈3 級〉 中学生-12名、小学生-13名、高校生-1名 

〈準 2 級〉 中学生- 13名、小学生-4名、高校生-3名 

〈2 級〉 中学生-4名、高校生-4名 

〈準 1 級〉 高校生-2名、中学生-3名 

 

<GOLD> 

小学 5年生-3名 

小学 3年生-3名 

小学 2年生-1名 

〈SILVER> 

小学 5年生-1名 

小学 3年生-3名 

小学 2年生-6名 

小学 1年生-1名 

〈BRONZE> 

小学 5年生-1名 

小学 3年生-2名 

小学 1年生-1名 

 

英検 Jr 平均正答率 GOLD SILVER BRONZE 

ワタナベアカデミー 84% 89% 92% 

全国 77% 86% 84% 

2020年度第 3回 英検／英検ジュニア 

S-CBT/CBT（2021年 1月～3月） 合格者 
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2020 年度 大学合格実績 
内部進学を含みます。 

 

学習院大学：1名 

慶應義塾大学 ：12名 

国際基督教大学：1名 

上智大学：2名 

成蹊大学：1名 

拓殖大学：1名 

多摩美術大学：1名 

東海大学：1名 

東京藝術大学：1名 

東京理科大学：1名 

一橋大学：1名 

文化学園大学：1名 

武蔵野美術大学：1名 

明治大学：3名 

立教大学：1名 

早稲田大学：3名 

 

 

 


