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今年も肌寒い風が吹き始めました。
新型コロナの緊急事態宣言も終わり、そろりそろりと社会が扉を開いているような感じがします。『あー今年もハローウ
ィン サンクスギビング クリスマスお正月！いよいよ冬がやって来るのだ！』といった、ワクワクした気持ちにはとてもなり
ませんが、来年はワタナベアカデミーも毎年行っていました夏の短期アメリカ留学も再開したいと準備を始めました。ゆっ
くりと開いて行く扉から、又世界へと出ていきたいと、曇った空をながめ計画をたてています。
考えてみますと、私は１９７３年に夫の転勤でアメリカのカリフォルニア州へ移り、１９８３年まで１０年間子供３人を育てな
がら学校を卒業し、時間がある時にはアメリカ中を車で旅行し、サンタモニカの海を眺めて暮らしていました。１０年が過ぎ
たので、そろそろ日本に帰って準備計画していたワタナベアカデミーの仕事を始めようと、子供３人をつれて日本に帰って
きたのです。それからは日本とアメリカ、途中からフランスが入り、日本を出たり入ったりの生活をしていましたが、去年か
らの新型コロナのパンデミックで突然扉が閉められてしまいました。この閉ざされた間に実感したのは、『日本には情報が
少ないなー』と言うことです。知らない方が煩わしくなくて良いと言うこともあるでしょうが、正しい情報を知らないと危険な
場合もたくさんあります。
生徒さん達を教えるということは例えそれが英語だけであっても、その生徒さんの未来の一部を共有させてもらってい
るのだと有り難く思っています。その共有させて貰っている未来の中に、是非とも『世界で生きる』を入れてもらう事が出来
ればと願っています。
来月号では、マニエ渡邊馨子が今月末からアメリカへ行きますので アメリカの現状をご報告致します。
お子様に将来留学をさせえたいとお考えの方は、十分な準備が必要ですので是非ともお知らせ下さい。
渡邊節子

2021 年 11 月‐2022 年 1 月
11 月

1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)
12 月

14 日(金)…英検 2021-3 準会場 A 日程
15 日(土)…英検 2021-3 準会場 B 日程
16 日(日)…英検 2021-3 準会場 C 日程
21 日(金)…英検 2021-3 準会場 D 日程
22 日(土)…英検 2021-3 準会場 E 日程
23 日(日)…英検 2021-3 本会場・準会場 F 日程
英検 2021-3 準会場ワタナベアカデミー実施日

スケジュールは変更される場合があります。

3 日(金)…英検 2021-3

準会場ワタナベアカデミー
申し込み締め切り日
※3・4・5 級のみの実施です。

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

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。
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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。

2021 年度第 3 回英検について
ワタナベアカデミーでは 2021 年度第 3 回英検より、一部の級のみ準会場としての実施を再開いたします。
準会場として、ワタナベアカデミーで受験可能な級は 3 級・4 級・5 級です。
受験をご希望の生徒さんは、担当の先生から申し込み用紙をもらい、期限までにお申し込みをお願い致します。

申し込み締め切り日：12 月 3 日(金)
実施日：1 月 23 日(日)

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。
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News from classroom
【学芸大学 SASSANO クラス】
コマ制レッスンにご協力頂きありがとうございます。
緊急事態宣言も解除され、12 月から予約出来る上限人数を増やしました。同時に、レッスンの質を低
下させない為に今までの学年別ではなく W グループと A グループに分けて予約を行わせて頂きます。
おうちに届いたスケジュールに書いてあるアルファベットの方のコマのご予約を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。
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）
12 月のレッスン→11/29〜12/24 の 4 週間
※12/25〜1/2 はレッスンはお休みの予定です。1 月のレッスンは 3 日から開始予定です。
※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。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。
11 月〜12 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。補習は、メール
にて受付けております。お早めのご予約をお願い致します。
※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。
12 月のスケジュールは 11 月 29 日～12 月 24 日となっております。12 月 25 日からはお休みとなりま
すのでご注意ください。
また、1 月のレッスンは 1 月 6 日(水)から開始となります。他のクラスと異なっている場合がありますの
で、こちらもご注意ください。
引き続き、会話レッスンも含め、計画的なご予約をよろしくお願い致します。
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【洗足教室 SAKAGUCHI クラス】
寒い季節がやって来ますが、換気のために窓は開けたままです。
防寒具を忘れずに持って来てください。
レッスンのコマはテスト前だけに集中して取るのではなく、毎週定期的にとりましょう！
【KAORUKO 先生クラス】
Dear students,
November is upon us and I know that many of you will have your midterm tests. Please tell me
how I can help you prepare for your test! I am here for you.
Also, at the end of November, I have a business trip to the US. So, I have changed the time of
our online class from November 19 to November 29. I am so sorry about this change but I will
be Zooming with you from 3 am Boston time.
Well, November, here we go!
Kaoruko
【TAKAKO 先生クラス】
早いもので 2021 年も最後の月を迎えます。1 月には、学芸大学教室でも 5 級~3 級を開催します。
まもなく迎える年末と冬休みの時間を有効に使って、2022 年を焦らず迎えられるようにしましょう。オンラ
インレッスンは、年末は 12 月 24 日㈮まで、そして年始は、1 月 4 日㈫より始めます。
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