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暑い日々が続き『熱中症アラート!』 『オリンピック メダル何個！』 『新型コロナ感染拡大！』と、目まぐる

しいニュースが溢れています！ 

ところが身の回りの出来事に目をやると、去年から続く新型コロナ感染の影響で、『教育での格差』が叫

ばれています。実際世の中の格差がどうなのかは統計的には分かりませんが、去年 4月からの学校不在

の影響だろうと思われる事を目の前に見ると心が痛みます。 

そういう中、次のような記事が、8月１日の日経新聞に出ていました。 

 

『「凡庸な教師はただ喋る。良い教師は説明する。優れた教師は自らやってみせる。そして、偉大な教師は、心に

火をつける。」米国のある文筆家が遺した言葉だという。スポーツやビジネスの世界でも引用されている。 

教科書を棒読みするだけの授業は問題外。話し方や伝える内容に知恵を絞り、生徒のやる気スイッチを入れる。

志ある教師は、そのためにあらん限りの情熱を注ぐ。教室に限ったことではない。一方的に主張を押し付けることな

く、言葉を尽くして相手を動かす。あるべきリーダーの姿にもつながるのではなかろうか。・・・』 

 

暗いニュースが溢れる世の中で、私どもは、この様な情熱ある教師になるべく日々努力しています。 

 

渡邊節子 
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 http://watanabe-academy.com 

2021 年 9 月 

2021 年 8 月‐2021 年 10 月 

8月 

1日(日)～31日(火)…主任担当制レッスン 

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 

 

9月 

1日(水)～30日(木)…主任担当制レッスン 

※祝日にレッスンが開催されるかは、担当の先生にご確認

をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

10月 

1日(金)～31日(日)…主任担当制レッスン 

1日(金) 2021-2一次試験 準会場 A日程 

2日(土) 2021-2一次試験 準会場 B日程 

3日(日) 2021-2一次試験 準会場 C日程 

8日(金) 2021-2一次試験 準会場 D日程 

9日(土) 2021-2一次試験 準会場 E日程 

10日(日) 2021-2一次試験 本会場・準会場 F日程 

23日(土) 2021-2一次試験 準会場 G 日程(4・5 級限定) 

 

 

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。 
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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。 

 

日本で受けることのできる英語の試験には、様々な種類があります。 

2020年度から大学入学共通テストが開始され、英語教科では 4技能を測るために 

民間の資格・検定試験を導入することが決まり、進学のためにも更に多くの方が受験すること

が予想されます。 

 

今月は Santa Monic9月号とともに、そういった各種試験のスコア比較表を同封します。 

今後受験を検討される方は、参考までにご覧ください。 

それぞれ、試験の目的や内容、受験対象者も異なりますので、実際に受験したいと考えている

場合は担当の先生にご相談ください。 

 

※スコア比較例 

➢ 英検準 1 級 約２３０４点の場合 

→TOEFL Jr. 約８５０点→TOEFL iBT 約７２→IELTS約 5.5 

➢ TOEFL Primary Step2 約 227 点の場合 

→TOEFL Jr. 745点→TOEIC Bridge Listening 約 84点 Reading約 86 点 

各種英語テストについて 
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【学芸大学 SASSANO クラス】 

 

予約制レッスンに御協力頂きありがとうございます。 

16:30 のコマが受けやすく、満席になる事が多かったため 9 月より分散されるよう時間割を変更致しま

す。 

平日 ①14:00-15:20 ②15:30-16:50③17:00-18:20 

 

休日①11:30-12:50 ②14:00-15:20 ③15:30-16:50 

 

夏休み後にスケジュールを送付しますので、ご確認よろしくお願いします。 
 

【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。 

 

8月のレッスン→8/2〜9/4（8/9〜8/14は休み）の 4週間 

9月のレッスン→9/6〜10/2の 4週間 

 

夏休み明けテストがある生徒様は、必ず担当の先生に報告してください。 

対策が必要な生徒さんは、対策を致します。 

 

10月の英検を受験予定の生徒様も、対策をしますので、担当の先生にお知らせください。 

 

※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。 

 

8/2〜8/27の間は、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】 

 

暑い日々が続く中、今月もレッスンへのご参加ありがとうございます。 

７月スケジュールが７月３１日で終了しましたが、未消化のコマはすべての生徒さんが８月スケジュール

期間にお使いいただけます。１週間の休み（８月８日～１４日）を挟みますので、郵送されますスケジュ

ール表をご確認の上、計画的なご予約をお願い致します。 

また、オンライン会話レッスンへも忘れずにご参加ください。 

 

News from classroom 
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【洗足教室 SAKAGUCHI クラス】 

 

夏休みのこの貴重な時間を大切に使ってください！一人ひとり宿題を与えています。しっかり取り組

んでください。休み明けテストがある方は対策を行いますので教えてください。 

 

【KAORUKO 先生クラス】 

 

As you all known, I am currently in the United States on business. So, I am connecting with you 

on Monday, Wednesday, Friday from 5:00 am to 8:00 am Boston time. And, this is why, you 

may have noticed, that my room starts out very dark but at the end of the class, it is all 

bright and sunny. Time difference is an amazingly mysterious phenomenon that I adore very 

much. 

 

During my flight from Haneda to Boston, I could not help but listen in on a conversation 

between two media people who were going back to the US after covering the Tokyo Olympics. 

Of course, they were comparing notes on what impressed them the most about Tokyo and 

how wonderful they were managing the myriad of challenges of hosting such a big event 

during COVID. Many mentions were positive but I was mostly drawn to their conversation about 

how very few Japanese people spoke English. In a city so advanced and modern, they found it 

mindboggling that the level of English proficiency was so low. They found that Hong Kong, 

Seoul, and Shanghai no doubt were more advanced and business friendly than Tokyo. This 

statement truly made my heart sink and my face flush from embarrassment because they 

should know about MY students at Watanabe Academy.  

 

If they had a chance to meet YOU, such a comment would never be made. You are diligent, 

ambitious, and worthy of entering the spotlight that would highlight your abilities. BUT, until you 

go on that stage, nobody will notice.  

 

You are the next generation to represent Japan; a Japan that will be viewed as confident and 

cosmopolitan worthy of its talented people. Your time to showcase your talent is really not 

that far away. So, please continue your quest to improve your English and literacy skills. 

Because, Japan really needs you more than every before. 

 

【TAKAKO 先生クラス】 

 

8月は、レッスンのお申込みを有難うございます。9月よりは、通常のスケジュールに戻ります。スケジ

ュールにご変更をご希望の場合、渡邊貴子までメールでご連絡下さい。どうぞよろしくお願いします。 
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〈5 級〉 小学生-4名 

〈4 級〉 中学生-5名、小学生-5名 

〈3 級〉 中学生-10名、小学生-5名 

〈準 2 級〉 高校生-3名、中学生-5 名 

〈2 級〉 高校生-4名、中学生-3名 

〈準 1 級〉 中学生-1名 

<GOLD> 

小学 6年生-3名 

小学 5年生-1名 

小学 4年生-2名 

小学 3年生-1名 

小学 2年生-1名 

〈SILVER> 

小学 6年生-1名 

小学 4年生-4名 

小学 3年生-2名 

小学 2年生-3名 

〈BRONZE> 

小学 4年生-1名 

小学 3年生-5名 

小学 2年生-4名 

幼稚園生₋1名 

 

英検 Jr 平均正答率 GOLD SILVER BRONZE 

ワタナベアカデミー 89% 90% 92% 

全国 81% 87% 85% 

 

202１年度第１回 英検／英検ジュニア 合格者 


