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"Pandemic" とは、どこか遠い国で起こる話だと思っていたのですが、その"Pandemic" に日本も巻き込まれ、もう
間もなく二年になろうとしています。ワクチン接種も進み、治療薬のニュースも聞かれる様になったとはいえ、これでどのよ
うに終わるのか、それとも言われている様に『With Corona』となって続いて行くのでしょうか？世界中が不安と孤独の
悩みを抱えて生きている様に思えます。
そういうある時日経新聞に、池上さんの次のような文章が目に留りました。

『孤独は心を鍛えてくれる！』
50 年ほど前、大学の自治を求めた学生運動が激しくなって、キャンパスに入ることが出来ない日々がありました。先の見
えない不安、孤独の中で読書に励んだ記憶があります。その体験から学んだことは、皆がいま感じている不安・孤独は心
を強く鍛えてくれるということです。逆境の中で掴んだ手応えは、長い人生を歩んで行くときの大きな糧になります。悩み、
迷う事は決して弱いからではありません。
そうなのです！世界中の人が今不安や孤独の中にいるのです。自分一人が、不安や孤独の中にいるのではと恐れること
はないのです！
感染の危機は衰えてはいませんが、私達は一人一人心を鍛えられているのだと信じて朝が来るのを待ちましょう！
渡邊節子

2021 年 10 月‐2021 年 12 月
10 月

12 月

1 日(金)…英検 2021-2 一次試験

準会場 A 日程

2 日(土)…英検 2021-2 一次試験

準会場 B 日程

3 日(日)…英検 2021-2 一次試験

準会場 C 日程

8 日(金)…英検 2021-2 一次試験

準会場 D 日程

9 日(土)…英検 2021-2 一次試験

準会場 E 日程

10 日(日)…英検 2021-2 一次試験

本会場・準会場 F 日程

23 日(土)…英検 2021-2 一次試験

準会場 G 日程(4・5 級限定)

10 日(金)…英検 2021-3

個人申し込み締め切り日

27 日(月)～1 月 2 日(日)…アカデミーお休み
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。
また、レッスンのスケジュールはクラスごとに
異なっております。レッスンの開催状況は、必ず
自分のクラスのスケジュール表をご確認ください。

11 月
1 日(月)～…英検 2021-3

個人申し込み受付開始

7 日(日)…英検 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)…英検 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)…英検 2021-2 二次試験 本会場 C 日程
(1・準 1 級)
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Announcement
新型コロナウイルス感染予防対策
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。

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。

前原先生から皆様へ
ワタナベアカデミーの皆さまへ
私事で大変恐縮ですが、この度、ワタナベアカデミーを離れることになりました。
英語教育では「学ぶ」ことが重視されがちですが、「使う」ことも重要です。そして、国際語としての英語は、その人の
人生を豊かにしてくれるものだと私は考えています。
ワタナベアカデミーには、英語を「使う」ことも大切にしながら、英語の習得を目指せる環境が整っています。このワ
タナベアカデミーで、皆さまの英語学習に携わり、人生を豊かに押し広げるサポートができたことは、かけがえのな
い思い出です。
短い時間ではありましたが、本当にありがとうございました。

前原美里

スタッフ研修会
10 月 11 日、12 日にレッスンをお休みさせていただき、アカデミーのスタッフで研修会を行いました。
これまでの自分たちを振り返り、教育者としての様々なスキルや能力を向上させるアクティビティや講義に参加
し、今後の教育者に求められる基礎から専門的な知識について幅広く学ぶ有意義な研修会になりました。
これからもより良い教育・サービスを皆様に提供できるよう、スタッフ一同精進して参ります。

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。
Watanabe Academy, November 2021

News from classroom
【学芸大学 SASSANO クラス】
いつも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。
9 月から少しずつ、オンキャンパスの会話を始めさせていただいておりますが
お子さんの反応はいかがでしょうか？
face to face の方が低学年の生徒さんにはアプローチしやすいのかなぁと感じております。
オンキャンパス、オンラインレッスンいずれの会話のレッスンもカリキュラムがしっかり
構築されていますので会話で習ったことをお教室で、お教室で習ったことを会話で使って
点と点を線にしていきましょう。

【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。
10 月のレッスン→10/4〜10/30 の 4 週間
11 月のレッスン→11/1〜11/27 の 4 週間（29,30 日は 12 月のコマになります）
※土曜日のレッスンに関するお願い※
①スタッフの人数の都合上、枠が平日より少なくなっている為、ご予約の締め切りも 2 日前までとさせて頂きます。
ご希望の方はお早めにご予約をお願い致します。
②当日のメールやお電話でのご予約は承れません。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。
③ウェブ上で満席の場合は、ご予約は承れません。
④補習は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。
10〜11 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・ご協力ありがとうございます。
10 月スケジュールから DEWAN クラスの生徒さんが大幅に増え、人気の時間帯のコマは以前より早く予約が
埋まってしまう傾向にあります。
生徒の皆様は、今まで以上に計画的にお早めのご予約をお願い致します。
また、毎月お送りしているスケジュール表には各月のクローズ日時など、大切なお知らせが書いてありますので、
必ず目を通していただきますようよろしくお願い致します。
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【洗足教室 SAKAGUCHI クラス】
英検や中間テストも終わってホッとしたところだと思いますが、間を空けずにレッスンに来てください。何に向け
て勉強するのか、またはしてるのか分からなくなっても大丈夫です。一緒に考えましょう。

【KAORUKO 先生クラス】
Dear students,
How are you enjoying going back to school? I know that many of you are online, half online half face to
face, or full face to face. Its been very confusing for a lot of us; especially arranging your daily
schedule. I understand the challenges and difficulties.
Yet, despite these difficulties, I have witnessed many of you put a lot of effort to join my class every
week. Your diligence will pay off! And, I am sure you will continue to do so this month and beyond.
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。11 月は月曜日が 5 週ある為、11 月 1 日のオンライン・レッスンを
お休みとさせて頂きます。ご都合の悪い場合は、どうぞご相談下さい。どうぞよろしくお願い致します。
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