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Now is no time to think of what you do not have. Think of what you can do with that there is. 
-Ernest Hemingway- 

今ないものについて考えるときではない。今あるもので何ができるかを考えてみよう。 

-ヘミングウェイ- 

 

 

 自粛の夏の二年目、皆様方はいかがお過ごしになりましたか？私は、『オリンピックだ！』『パラリンピック

だ！』と言われても、心が踊ることはなく、『あーあー』これもあれも出来なくなったとため息をつきながら、

これ迄『旅は、人を育てる！』と遊牧民族の様に色々な所を訪れたのを懐かしく語っているだけの自分に気

付き、今年は違った形の『旅』をしようと本屋さんへ行き、面白そうな本を片っ端から手にとって、これまで

出来なかった『読書三昧』の夏を過ごし、本を読む楽しさを思い出しました。 

 去年の夏と比べればずっと行動する事が出来、ワクチンも打つ事が出来、状況は良くなっています。後は

『治療薬』ですね！ 

 朝は必ずやって来るのです。その時にこの空白の様な時を無駄に過ごさず、後で振り返って『あの時のお

陰でこれがあるのだ』と言えるようにしたいですね。 

『読書の秋』です。読書は、時を越え、場所を越えて、色々な人に会ったり、知らない事をたくさん教えて

くれたりします。この秋の夜長、読書をして、朝が来るのを信じて、待ちましょう！ 

渡邊節子 
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2021 年 10 月 

2021 年 9 月‐2021 年 11 月 

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) 

 

 

 

 

11月 

1日(月)～…2021-2 個人申し込み受付開始 

7日(日)…2021-2二次試験 本会場 A日程(全級)・

準会場 A日程 

※海外含む 

14日(日)…2021-2二次試験 本会場 B日程(2～3級)・

準会場 B日程 

23日(火祝)…2021-2二次試験 本会場 C日程 

(1・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。 
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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。 

 

今回は、ワタナベアカデミーの元生徒でもあり、アシスタントとして約 6年、スタッフとして約 4年勤務された 

塩谷崇彰さんからメッセージを頂きました。 

 

みなさん、こんにちは。昨年までスタッフとしてアカデミーで働いていた塩谷です。覚えていてくれたら嬉しいです。 

学生時代、学校で赤点ギリギリの点数をとっていた私も、アカデミーに通ったおかげで、アメリカの大学を卒業できるまで

になりました。この海外に行った経験は、その後の人生でもとても大きな財産となっています。 

私は現在、バスケットボール関連の仕事をしていますが、常に「世界」という言葉が出てきます。「世界」を考えた施策を

話しあう際、アメリカでの経験が、新たな考えや方向性を作り出す際にいきているなと実感しています。 

今はまだコロナ禍で大変な時期ではありますが、皆さんにもできる限り「世界」を目指して欲しいなと思います。言葉で「世

界」というのは簡単ですが、実際は大きな勇気と努力が必要です。それでも、「世界」を経験すると、その後の視野が大

きく広がります。 

今 10 回書きしている単語や、暗記している文章が、必ずみなさんの言葉となり、「世界」への一歩を踏みだす際の大き

な後押しになるはずです。頑張ってください！ 

 

～卒業生からのメッセージ～ 

 

 



Watanabe Academy, October 2021 

 

 

【学芸大学 SASSANO クラス】 

 

サマーリーディングを終わらせた生徒さんがちらほら出てきました。その際に 

作ってもらった自作の単語帳ですが、どうぞ普段のレッスンにもお持ちください。 

サマーリーディングだけでなく、新しく出会った単語をどんどん追加して単語帳を 

進化させて行きましょう！！ 
 

【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。 

9 月のレッスン→9/6〜10/2 の 4 週間 

10 月のレッスン→10/4〜10/30 の 4 週間 

※10 月 2 日以降の土曜日のレッスンですが、スタッフの人数の都合上、枠が平日より少なく

なっております。また、ご予約の締め切りも 2 日前までとさせて頂きます。 

（※当日のメールやお電話でのご予約は受付不可） 

ご希望の方はお早めにご予約をお願い致します。 

ウェブ上で満席の場合は、ご予約は承れません。補習も土曜日ではなく平日にお越し頂きま

す様、お願い致します。また、ご予約無しでいらした場合も、レッスンは承れません。 

必ず事前にご予約をお願い致します。 

10 月の英検を受験予定の生徒様は、対策をしますので、担当の先生に必ずご報告をお願い致

します。補習をご希望の場合は、お早めにメールにてご予約をお願い致します。 

 

9 月,10 月に学校の定期テストがある場合は、必ず先生にご報告をお願い致します。 

 

※最終コマ（19:30-20:50）に関して 

月・水・金→対面レッスン 

火・木→オンラインレッスン 

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。 

 

【学芸大学 DEWAN クラス】 

 

いつもレッスンへのご参加ありがとうございます。 

9 月スケジュールは 9 月 6 日～10 月 2 日となっております。スケジュールの詳細は別紙の

表に記載されていますので、そちらをご確認の上ウェブサイトよりご予約をお願いします。 

２０２１年度第二回の英検、もしくは英検 S-CBT を受験される生徒さんは、申し込みが済

みましたら、お早めに日程をお知らせください。 

会話レッスンも含め、計画的なご予約をお願い致します。 

 

News from classroom 
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【洗足教室 SAKAGUCHI クラス】 

 

単語を毎回しっかり覚えてくる生徒さんが増えて感心しています。レッスンに来たらす

ぐにテストするのでこれからも徹底して覚えて来てください。 

 

【KAORUKO 先生クラス】 

 

Dear students, 

 

I know your summer vacation is about to end and are looking forward to starting your new 

semester at school. I hope your summer has been productive and your were able to accomplish 

all the things you had planned at the beginning of your break. I, myself, have kept busy here in 

the United States with work and reconnecting with schools and universities. Life here was 

returning back to normal with no masks and social distancing but in recent days the Delta 

variant has begun to spread rapidly and once again masks have become mandatory in many 

places. I know that Japan is in the midst of its own surge in COVID cases, and it makes you 

wonder when life will return to normal.  

 

But, life goes on and we shall persevere. Let’s continue to do what we need to do. Study 

hard. Play hard. And we shall be stronger when this is over. 

 

Kaoruko 

 

【TAKAKO 先生クラス】 

 

いつもレッスンへのご協力有難うございます。10 月に予定していた研修会が、コロナの状

況などで延期となりましたので、9 月同様の内容で、10 月と 11 月のスケジュールを準備させ

て頂きます。どうぞよろしくお願い致します。 

 


