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再び発令された『緊急事態宣言』。本当に本当にいつまで続くのでしょう！   

世界中が直面している新型コロナのパンデミック！全てが止まっているかの様に見える

毎日ですが、こういう時にも私達は目的に向かって歩みを止めてはならないのです。 

英語が出来る様になりたいと、ワタナベアカデミーに通って頂いている生徒さん方が 

『通っていて良かった。』と思って頂ける様に、優秀で熱心な教師、講師全員、カリキュラム

を見直したり、新しい教材を作成したりと " Rome was not built in one day!"『ローマ

は１日にして成らず！』を胸に毎日地道な努力を続けています。 

そういった中で、今月は英語の会話力を強化する為、ワタナベアカデミーがどのように取

り組んでいるのかを簡単にご説明し、又それを担当しています１２名の英会話の講師をご紹

介します。 

全会話レッスンは１〜１０のレベル別で進めています。教材やカリキュラムなどは、各生

徒さんの進み具合を見ながら、渡邊貴子を中心に日々改良しています。 

『話せない英語は、役に立ちません！』ワタナベアカデミーは、どこへ出ても恥ずかしく

ない教養ある会話力を訓練しています。どうか皆さん積極的にレッスンに参加して下さい！

必ず良かったと思って頂ける時がやって来ます。 

渡邊節子 
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Watanabe Academy  Kajigaya 
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 http://watanabe-academy.com 

2021 年 6 月 

2021 年 5 月‐2021 年 7 月 

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 

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。 

 

5月 

3日(月)～９日(日)…レッスンおやすみ 

30日(日)…英検 2021₋1一次試験本会場   

 

6月 

12日(土)…英検 2021₋1一次試験準会場 G日程 

(4・5級限定) 

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 
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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。 

 

 

 

先月も卒業生の山本剛久さんが、お教室にお寄り下さいました。早稲田大学教育学部を卒業した後、先生の

道を歩まれ、現在は、江東区立の小学校の先生をしています。今回も、皆様へ一言頂くことができました。 

 

 

WATANABE ACADEMY は祖母の代より縁があり、私は、小学校１年生（？）くらいからお世話になりま

した。今は、「日本の教育を世界一にすること」を目標に、小学校の先生をしています。 

WATANABE ACADEMY では英語を学ぶとともに、よい仲間ができたことも素晴らしかったと思います。地

域性に節子パワーが加わり、スタッフを含めてよい人が集まっている場所だなと思います。 

卒業生の仲間とは今でも連絡を取り合うことがあります。弁護士になってミシガン大学ロースクール

を経てロンドン・ビジネス・スクールに留学中のおじさん、オーストラリアのクイーンズランド大学

で獣医師になって日本で獣医師をしているおばさん、おいしいミルフィーユを作っている会社を経営

しているおじさん、中国でビルを作って売っているおばさん、モンゴルで空港建設をしているおじさ

ん・・・などなど、素敵な人がたくさんいます。身につけた英語といっしょに学んだ仲間は一生の宝

物。楽しい学びは一生続きます。どうぞみなさんよい時間をお過ごしください♪ 

～卒業生からのメッセージ～ 
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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。 

先月よりお手製のフォニックスの教材が出来たので、必要だと思われる生徒さんのカリキュラムに入れ始

めました。 

コロナ前に行っていた塾長の ST1(フォニックスのレッスン)は残念ながらコロナ後、行えない日々が続いて

おりましたが、そのレッスンに勝るとも劣らない教材の出来だと思っています。 

1 枚 1 枚作り込んでいますので、この教材を使っている生徒さんは大切に学んで血肉にして欲しいと思い

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。 

 

5月のレッスンは 5/10〜6/5の 4週間になります。この間に、5月分のコマの消化をお願い致します。 

※6/1-5は 5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。 

 

※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、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。 

 

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。 

また、学校の定期テストがある方も、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】 

 

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。 

5 月から、最終コマの教室でのレッスンを再開しましたが、今後の状況次第では、オンラインレッスンに切り

替わる場合がございますので、ご理解の程よろしくお願い致します。 

オンライン会話レッスンの出席率がよくなってはいるのですが、忙しくてあまり参加できていない生徒さんも

まだいらっしゃるようです。そういった生徒さんには対面レッスンの際に、教室でオンライン会話レッスンを

受けていただきます。 

今後も計画的なご予約をお願い致します。 
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【洗足教室 SAKAGUCHI クラス】 

 

1. 今月から教室で会話レッスン（オンライン）を行います。 

2. 英検・定期テストを控えている生徒さんがたくさんいらっしゃいます。対策を徹底してテストに望み

ましょう！またそうでない方も 1人ひとり目標を決めてカリキュラムを作成しています。一回一回

のレッスンを大切にしてください。 

 

【KAORUKO 先生クラス】 

                                 

5月から水曜日のレッスンを 17:00スタートにします。20:30まで勉強ができますので 19:00 まで

に入室して下さい。 

オンライン授業では各生徒さんに合わせて教材を選び勉強を進めています。引き続き皆さんとし

っかりコミュニケーションをとりながらレッスンをしていきますので何かありましたら必ず連絡お願いし

ます。 

 

【TAKAKO先生クラス】 

 

新学期が始まり、もう 1 か月たちましたね。新学年での生活リズムもある程度分かってきたと思い

ます。現在のクラスのスケジュールで都合に合わない場合は、遠慮なくご相談下さい。一緒に今年

も頑張ってまいりましょう！”よろしくお願いします。 
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ワタナベアカデミーでは、現在 12 人体制でオンライン英会話レッスンを行っております。 

皆様すでに、オンライン英会話レッスンに参加されて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の英会話の先生方を紹介します。 

 

Miguel Niccolo V.Rallonza （Nico 先生） 

・東京大学大学院 在学 

・フィリピン大学卒業 

 

Hello, my name is Nico Rallonza.  

I am currently a research student at the 

University of Tokyo focusing on anthropology 

and food studies. Before coming to Japan, I was a 

Social Studies teacher in Junior High School for 5 

years. 

 

Joey 先生 

・東京大学大学院 在学 

・フィリピン大学卒業 

 

I am a currently a research student (PhD track) at 

the Department of Urban Engineering, University 

of Tokyo. Prior to coming to Japan and working 

part-time at WAJ, I was a staff in an 

international development organization and had 

experience teaching students from elementary to 

high school as a tutor when I was a university 

undergraduate." 

Alleson Decena Villota (Sander 先生） 

・東京大学大学院 学際情報学府 

アジア情報社会コーズ博士過程 在学 

・フィリピン大学卒業 

 

Alleson D. Villota II (Sander), is a Doctoral 

Candidate at the University of Tokyo, Graduate 

School of Interdisciplinary Information Studies. 

Aside from his work at the Watanabe Academy, he 

also works as a Teaching Assistant at the 

University of Tokyo’s Global Leadership Program, 

a special course taught in English for exceptional 

undergraduate students of the University of 

Tokyo. 

 

Rodel Janathan Vilor  (Ron 先生） 

・東京大学大学院 在学 

・フィリピン大学卒業 

 

Hi, my name is Ron Vitor and I am studying 

Veterinary Medicine at The University of Tokyo. 

Before going to Japan, I was a Biology and 

Veterinary Medicine teacher. 

英会話講師の紹介 
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Sean Patrick Jacob C. Razo  (Patrick 先生） 

・横浜大学大学院 在学 

・DE La Salle 大学卒業 

 

I'm Patrick Razo, currently taking my Masters in 

Economics at the Yokohama National University. I 

really enjoy talking to all of our students in the 

Academy, and I am very proud of everyone's 

progress! 

Novee Lor Cabra Leyso (Novee 先生） 

・東京大学大学院 在学 

・フィリピン大学卒業 

 

I am Novee Lor Leyso, PhD student in International 

Health at the University of Tokyo.  

 

Thank you! 

Brenson Y. Andres  (Brenson 先生） 

・東京外語大学大学院 在学 

・フィリピン大学卒業 

 

I am Brenson Andres, a research student at the 

Tokyo University of Foreign Studies. I worked as 

an English and Social Studies teacher to 

elementary and high school students in the 

Philippines for 10 years. 

Razelle Dennise A. Soriano (Razelle 先生） 

・東京工業大学大学院 在学 

 

Hi! My name is Razelle Soriano and I am currently 

a master’s student in Tokyo Institute of 

Technology, studying Wind and Earthquake 

Engineering. I was a university instructor for 3 

years before I came to Japan. Nice to meet you! 

Pascal Bernardino Pama  (Paco 先生） 

・東京工業大学（融合理工学）在学 

・フィリピン大学卒業 

 

My name is Pascal Pama, an undergraduate 

engineering student. I love reading books and 

watching movies, let's study english together! 

 

Menkar Shaula P. Santos  (Shaula 先生） 

・上智大学大学院 在学 

・フィリピン大学卒業 

 

Hi, I’m Shaula Santos, a graduate student at 

Sophia University majoring in Global Studies. 

Looking forward to interacting with all of the 

students and helping them in their English 

learning journey! 

Alampay Micah  (Micah 先生） 

・東京工業大学大学院 在学 

・フィリピン大学卒業 

 

Hello, I am Micah Alampay, currently a graduate 

student taking up Mechanical Engineering at 

Tokyo Institute of Technology. I enjoy playing 

sports and reading all kinds of books. 

Matthew G. Chua (Matthew 先生） 

・東京大学大学院 在学 

・フィリピン大学卒業 

 

Hello, my name is Matthew Chua. I'm a 2nd year 

PhD student at the University of Tokyo. My 

research is mainly about earthquakes. I enjoy 

hiking and snowboarding in my spare time. 

 


