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やっと緊急事態宣言が解除され、このままコロナが収まるのかと思っていたのですが、
今度は『オミクロン株』の流行が報道され、第６波がやって来そうな様子。
皆様のつかの間の休息は如何でしたか？
しかし去年の今頃に比べれば、ずっと状況は良くなって来ていますよね。
必ずやって来る夜明けを信じ、今年も毎日やるべき事をやりながら、
御一緒に頑張って進んで行きましょう。
皆さん、もう少の辛抱です！

渡邊節子

2022 年 1 月‐3 月
1月

3月

14 日(金)…英検 2021-3 一次試験準会場 A 日程

6 日(日)…英検 2021-3 二次試験

15 日(土)…英検 2021-3 一次試験準会場 B 日程
16 日(日)…英検 2021-3 一次試験準会場 C 日程

本会場 C 日程(1・準 1 級)
28 日(月)～31 日(木)…アカデミーお休み

21 日(金)…英検 2021-3 一次試験準会場 D 日程
22 日(土)…英検 2021-3 一次試験準会場 E 日程
23 日(日)…英検 2021-3 一次試験本会場/準会場 F 日程
英検 2021-3 一次試験準会場

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

（ワタナベアカデミー実施日）

異なっておりますので、必ず自分のクラスの
スケジュール表をご確認ください。

2月
5 日(土)…英検 2021-3 一次試験準会場 G 日程
(4・5 級限定)
20 日(日)…英検 2021-3 二次試験本会場 A 日程(全級)・
準会場 A 日程

※海外含む

27 日(日)…英検 2021-3 二次試験本会場 B 日程
(2～3 級)・準会場 B 日程
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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。

～卒業生からのメッセージ～
今回は、ワタナベアカデミーの元生徒さんで、アメリカへの留学経験もある
橋本直樹さんからメッセージを頂きました。
在塾生の皆さん
OB の橋本です。WATANABE ACADEMY には高校３年間大変お世話になりました。大学で交換留学をすることを胸に、
TOEFL・英会話の勉強をワタアカでみっちりと鍛え上げた昔の日々がとても懐かしいです。ネイティブ教師の方との会話
で身に付けた英会話力・10 回書きで培った単語力など、留学中にはワタアカで学んだことを沢山活かすことができまし
た。本当に感謝致します。英語の勉強は地道で、終わりのない長い険しい道のりだと思います。しかし、その道のりを進
めば進むほど皆さんの人生の可能性を広げると私は信じています。私は米国留学を通じ、かけがえのない友人を沢山
作り、胸がワクワクするような場所を訪れ、様々な国の人との価値観の違いを学び、日本ではできないような最高の思
い出がいっぱいできました。英語を用いて自分が将来どうなりたいかを胸に、皆さんもワタアカでの日々の勉強を頑張っ
て下さい！Thank you WATANABE ACADEMY!
（ 経歴：2022 年度慶應義塾大学卒業予定 大学 2 年にメリーランド大学カレッジパーク校へ交換留学 メガバンクに就職）

スタッフ紹介
皆様はじめまして。藤田実優と申します。
この度、ワタナベアカデミーで新しく講師を務めさせていただくことと

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。

なりました。
まだ未熟ではありますが、1 日も早くアカデミーや通われている生徒さん
にとって、信頼できる存在になれるよう尽力してまいります。
教室で皆様とお会いできる日を楽しみにしております。
何卒よろしくお願い致します。
（卒業大学:University of North Alabama）

Watanabe Academy February 2022

News from classroom
【学芸大学 SASSANO クラス】
明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願い致します。
皆様には日頃よりコマ割りのレッスンにご協力頂き感謝しております。
コロナの第６波が猛威をふるってきておりますが、初心を忘れず手洗いうがい睡眠をしっかり行って下さ
い。
小学生教室でも引き続き部屋の換気と使用後の机椅子の除菌を続けております。安心してお越しくださ
い。
【学芸大学 MASUBUCHI クラス】
明けましておめでとうございます。
本年も何卒宜しくお願い致します。
1 月のレッスン→1/4〜1/29 の 4 週間（1/31 は 2 月分のカウントになります）
2 月のレッスン→1/31〜2/26 の 4 週間（2/28 は 3 月分のカウントになります）
※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、ご予約の締め切りは 2 日前までとさせて
頂きます。
②当日のメールやお電話でのご予約は、原則承れません。
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。
昨年末にお送りした Feedback Report はご覧頂けたでしょうか？
来季の目標を達成できるように、今年も一緒に頑張って行きましょう！
【学芸大学 DEWAN クラス】
新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
2 月スケジュール期間は 1 月 31 日～2 月 26 日（日曜日はクローズ）となっております。
また、スタッフの都合上 2 月 12 日（土）はクローズとさせていただきます。ご不便をおかけして
大変申し訳ございません。
オンライン会話も含め、計画的なレッスンへのご参加をよろしくお願い致します。
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【洗足教室 SAKAGUCHI クラス】
今年も宜しくお願い致します。一人ひとりの目標に向けてカリキュラム用意し、待っています。
【KAORUKO 先生クラス】
――――現在ボストンからオンラインレッスン実施中――――

【TAKAKO 先生クラス】
新年明けましておめでとうございます。2022 年もどうぞよろしくお願い致します。
「ローマは 1 日にして成らず」。日々の努力があって、大きな達成があります。
今年も毎レッスン真剣に取組み、皆様も大きな達成の糧となるよう努めて参ります。

202１年度第 2 回 英検ジュニア
<GOLD>
小学 4 年生-2 名
小学 2 年生-1 名

〈SILVER>
小学 5 年生-1 名
小学 4 年生-1 名
小学 3 年生-2 名
小学 2 年生-3 名
小学 1 年生-1 名

〈BRONZE>
小学 3 年生-2 名
小学 2 年生-2 名
小学 1 年生-3 名
英検 Jr 平均正答率

GOLD

SILVER

BRONZE

ワタナベアカデミー

84%

86%

93%

全国

79%

84%

84%
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