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“Write it on your heart that every day is the best day in the year.”  

– Ralph Waldo Emerson 

「一日一日を一年で最善の日にしよう。」    －ラルフ・ワルド・エマーソン 

 

Merry Christmas and Happy New Year！ 時は同じ速度で進んでいるはずなのに、今年は平成

から令和に変わったという事もあるのか、大きな台風が２つも来たりした為か、これまでより

時が早く進んだ様な気がします。 

私共ワタナベアカデミーも皆様方のご支援のお陰で着実に一歩一歩進んで行く事ができまし

た。学芸大学教室は1階の101号室を新たに加え、2階の事務室と応接室を1階に移し、現在の

201号室と202号室を中学生の部屋として、拡大します。そして、少しでもより良い勉強環境を

創っていきます。 

又、これまでアトランタにありましたWatanabe Academy USA Inc.もボストンに移し、ここで

もアカデミーでしか出来ない短期留学カリキュラムを行っていきます。ご好評頂いている夏の

短期留学プログラムにも、私たちが積み上げて来た経験を踏まえ新たにプログラムを準備して

います。ワタナベアカデミーの生徒さんであれば、どなたにも（ご紹介の方も）参加して頂け

る様、お待ちしております。詳しいご案内は2月に発表致します。ご参加にご興味のある方は

渡邊または担当のスタッフにお知らせ頂ければ個別にご説明致します。 

今年からの新しい試みとして年3回（クリスマス、イースター、サマー）に生徒さん各自の

ご様子を”Feedback Report”としてご連絡致します。これは、お預かりしている生徒さんを、ご

家族と連絡を取りながら、一歩一歩と国際人に近づけられるようにする為のものです。決して

成績評価ではありません。このFeedback Reportに関してのご質問やコメントは大歓迎です。 

来年も生徒さんの家庭とスタッフ一丸となり、進んでゆきたいと思います。引き続き、みな

様方のご支援の程お願い申し上げます。 

 

渡邊 節子 

  
2019年 12月 – 2020年 3月 

Watanabe Academy  Gakugeidaigaku 

Watanabe Academy  Senzoku 

Watanabe Academy  Kajigaya 

http://watanabe-academy.com 

2020 年 1 月 

12月 

6日(金)…2019年度第 3回英検申し込み締切 

8日(日)～21(土)…Winter Schedule 

22日(日)～1月 5日(日)…レッスンお休み 

1月 

6日(月)…レッスン開始 

13日(月)…成人の日。レッスンお休み 

26日(金)…2019年度第 3回英検一次試験実施 

 

2月 

11日(火)…建国記念日。レッスンお休み 

23日(日)…2019年度 3回英検二次試験 A日程実施 

24日(月)…天皇誕生日振替休日。レッスンお休み 

3月 

3日(日)…2019年度 3回英検二次試験 B日程実施 

8日(日)～21(土)…Spring Schedule 

22日(日)～4月 5日(日)…レッスンお休み 
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News from classroom 

 

 

レッスン時間の変更・欠席・振替などの連絡、ご相談などは、担当の先生の下記アドレスへ 

メールでご連絡ください。教室へ直接お電話は、緊急事項のみでお願い致します。 

 

 

 

【学芸大学 小学生教室】 

・英検補習に関して、小学生はネットからの予約を承っておりません。 

恐れ入りますが、sassano@watanabe-academy.com にご連絡下さい。 

・また、補習は通常レッスンの生徒さんを優先した上でのレッスンになります。 

その点をご理解頂き、お申し込みをお願い致します。 

【学芸大学 中学生教室】   

・1 月の英検を受験される生徒様で、補習を受けたい場合、ご予約はお早め(最低でも 3日前)に 

お願いします。1 週間に 3 回以上のご予約はできません(1週間に 2 回ずつ分けてご予約をお願いします。) 

・鱒渕担当の生徒様は補習のご予約はメールにてお願い致します。 

・当日のお振替はなるべく避けてください。インフルエンザの可能性が高い場合は、無理をせずに 

お休みなさって下さい。 

【学芸大学 大教室】  

・受験、学期末、英検、進級。年が明けると、様々な事が続いて忙しい時期になります。目指すべきものを 

明確にして、直前ではなく計画的に対策と準備をしていきましょう！ 

・英検前などは混み合います。補習や振替は必ず予約 or事前に連絡をしてください。 

【洗足教室】 

・冬休みの間、各自宿題を出しています！！必ず取り組んでください。 

 何をしたら良いかわからない人は必ずウィンタースケジュール中に聞いてください。 

【梶ヶ谷教室】  

・Merry Christmas and a Happy New Year! Winter Schedule でたくさんの英単語を覚え、2019 年を 

締めくくりましょう。それは必ず 2020年に繋がります。 

坂口いずみ先生（洗足・梶ヶ谷教室） izumi-s@watanabe-academy.com 

塩谷崇彰先生（学芸大学大教室） shioya@watanabe-academy.com 

颯々野真紀先生（学芸大学小学生教室） sassano@watanabe-academy.com 

デワンさくら先生（洗足・学芸大学大教室） dewan@watanabe-academy.com 

野村萌里先生（学芸大学大教室） nomura@watanabe-academy.com 

鱒渕優菜先生（学芸大学中教室） masubuchi@watanabe-academy.com 

mailto:sassano@watanabe-academy.com
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Announcement 
 

  

学芸大学教室・洗足教室： 
12/8～12/14 (14:00-19:50) 
 
12/15～12/21(11:00-19:50) 

梶ヶ谷教室： 
12/9～12/21(14:00-19:50) 
 
※8日と 15日はお休みです。 

 

※必ず前日の 18時までにネット予約をお願いします。 
※急なキャンセル、当日の予約は担当の先生へのメール、もしくわ 
各教室（学芸大学教室は内線 16番）まで、ご連絡下さい。 

Winter Schedule 2019 

12/22～1/5 

※クラスはお休みです。

年明けは 1月 6日(月) 

から再開します！ 

 

冬休み 

▷2月からの休塾及び退塾〆切 

12月 31日(金) 

 

※必ず届の用紙をご提出下さい。 

(Fax/メール/郵送でも承っております。) 

※1月からの休・退塾は 11/30付けで 

受付を終了しています。 

休塾・退塾 

学芸大学校、新教室工事中！ 
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“Hello Teachers” 
アカデミーの先生たちを紹介しながら、 

英語を学ぶ上での必要な事などを聞いていきます。 

今月の先生：Camille(カミール)先生 
 

Q. Please tell us about yourself. 

A. My name is Camille and I’m from the Philippines. 

My mother is a government employee and she’s 

retiring soon. I have one younger brother and he’s a 

lawyer. We have a pet cat in the Philippines and I 

named her Momo. My hobbies include reading books, 

watching movies and variety shows, and hanging out 

with friends. 

 

Q. What is the purpose of coming to Japan? 

A. I came to Japan for studies. I received a scholarship 

from the Japanese Government and I was able to get my 

Master’s Degree in the field of Information Studies from 

University of Tokyo. 

 

Q. How’s your work at Academy so far? 

A. I consider Watanabe Academy as a home away from 

home and like a family, so my work has been wonderful 

so far. I’m glad that I have the opportunity to be part of 

the English language education of the students. Each day 

is a learning opportunity for botyself. 

 

Q. What do you think about Japanese students’ 

English skill level? 

A. I think that the level of their English skills are varied 

and also dependent on their exposure to the language 

itself as well as their motivation for learning. But I know 

for a fact that they are very good students and are 

therefore very capable of achieving fluency with the 

proper resources and guidance. 

 

Q. What do they need to improve more? 

A. I think they can improve their conversation skills  

more. They can apply themselves better in terms of the 

practical and communicative function of English. And to 

do this, they need to believe in themselves better and not  

be afraid of making mistakes. Because mistakes are how  

we learn. 

 

Q. Your favorite quote? 

A. One of my favorite quotes of all time is this, “Hard 

work never fails you.” It’s a great reminder that 

succeeding is not an instant result but the product of 

consistent effort. It is a process that takes a lot of hard 

work. And so when you want to achieve something 

such as learning a language, you have to do the hard 

work first and exert all your effort so that you can 

achieve your goal.  

 

Q.先生の事を教えてください。 

A. 私の名前はカミールです、フィリピン出身です。

私の母は公務員で、もうじき定年です。弟が 1人い

て、弁護士をしています。実家にネコを飼っていて、

モモと名付けました。趣味は読書、映画やバラエティ

番組を観る事、友人と遊ぶ事です。 

 

 

 

Q.日本に来た目的は何ですか? 

A. 留学です。日本政府から奨学金を授与して、東京

大学で情報学の修士の学位を取る事が出来ました。 

 

 

 

Q.ワタナベアカデミーでの仕事はどうですか？ 

A. 私にとってワタナベアカデミーは第二の我が家で

あり家族のような存在で、とても素晴らしい時間をす

ごしています。生徒さんたちの英語教育の一環に関わ

ることができて嬉しく思います。毎日が生徒さんと

私、お互いの学びの機会となっています。 

 

 

Q.日本の学生の英語のレベルはどう思います？ 

A. 学生さんたちの英語レベルはどれだけ英語にふれ

ているかであったり、個人のモチベーションによって

変わると思います。ただ、みなさんとても素晴らしい

生徒さんで、適切な教材や指導があれば、充分上達で

きると思います。 

 

 

Q. 英語を上達するうえで何が必要でしょうか？ 

A. もっと会話力を磨けると思います。みなさんもっ

と英語の実践的で伝える事を重視した事に専念してみ

て良いと思います。そのためにも、自分をより信じ

て、間違いを恐れない事です。なぜなら間違いこそ私

たちが学ぶ方法なのです。 

 

 

Q. 好きな名言はありますか？ 

A. 私の好きな言葉で「努力は裏切らない」がありま
す。この言葉は、成功はすぐに結果が出るものではな

く継続的な努力によるもの、という事を思い出させて

くれます。過程において努力は必要不可欠です。です

から、何かを成し遂げたいのなら、それが語学を学ぶ

事でも、まずは一生懸命やる事が大事です。そうすれ

ば目標を達できるはずですから。 


