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新型コロナのパンデミックが世界中を覆ってから間もなく二年が経ちますね。こんなに長く続くとは！ 

最近、私の小学二年生の孫が、記憶について次の様な面白い考えを書いていました。 

元々は、“友達とは”についての意見なのですが、その中の一部に、“人の記憶”について次の様に書いて

いました。 

 

『脳の中でおきてることのイメージも考えてみました。脳の中には短期記憶と長期記憶があるそうです。 

二段のタンスみたいなもので、短期記憶は下の段で、長期記憶が上の段にあるイメージをしています。 

長期記憶の棚の中には仕切りがあって、いくかの分類があります。 

友達、場所＆風景、先生、家族などです。何かをすると最初は、短期記憶の棚にはいります。 

でも、繰り返し体験したり、すごく感動したりすると、長期記憶の棚に入ります。・・・』 

 

それで、孫の結論は、１０年後に友達の箱にその友達が入っていればそれは『友達だ！』と言うのです。 

今私達が繰り返し経験している『パンデミック』は、どういう箱にどういう形で残って行くのでしょうか！ 

１０年後にはどのような形で記憶されていくのでしょう？ 

必ずやって来る『夜明け』を信じつつ、今年も二ヶ月が過ぎようとしています。 

もうすぐです。ご一緒に頑張って、踏ん張って行きましょう！                 渡邊節子 
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2022 年 3 月 

2022年 2 月‐4月 
 

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 

 

3 月 

6 日(日)…英検 2021-3 二次試験 

本会場 C日程(1・準 1 級) 

28 日(月)～31 日(木)…アカデミーお休み 

 

 

4 月 

1 日(金)～3 日(日)…アカデミーお休み 

1 日(金)…英検 2022-1 申し込み受付開始日 

28 日(木)…英検 2022-1書店申し込み受付締切日 

 

 

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

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。 
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 Announcemen

ワタナベアカデミーの各教室では各種感染防止策を徹底しております。 

 

●咳エチケットの徹底 

●来室時の手洗い・手指の消毒の徹底 

●出勤スタッフ全員のマスク着用 

●出勤スタッフ全員の体温測定、健康状態チェック 

●密集・密接を避けた授業実施 

●各教室、常に換気 

●授業毎の使用機材の消毒 

●使用機材使用後、毎回消毒 

●産業医によって定期的に教室環境・運営確認 

 

 

教室へご来校の際は、下記の感染拡大防止策にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

●全生徒には、授業前に検温をさせていただきます。37.5度以上の熱がある場合、咳き込んだり、 

その他の体調不良が見受けられる場合、濃厚接触の疑いがある場合は授業をお受けいただけませんので、

あらかじめご了承ください。 

●ご来校の際には、お子さん・保護者様ともに、マスクをご着用ください。 

●体調がすぐれない場合は、お振替をお願いします。 

●また外出が心配な方、マスクのご着用が難しい場合などは、無理をなさらずオンライン授業をご利用

ください。 

●教室授業からオンライン授業への変更、授業のお振替については、教室までご連絡ください。 

 

 

ワタナベアカデミーでは、通われている生徒のみなさん、及びスタッフの健康と 

安全を第一に考え、これまで以上に対策を徹底して参ります。 

 

 

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。 
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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。 

 

 

     ワタナベアカデミー公式ＨPが 

   2/15にリニューアルされます！ 

 

                        

                                           

                                                         ※URLは以前と同じです。 

watanabe-academy.com 

Grammar Section を新設します！ 

５月から新たに Grammar Section を新設します！ 

最近の生徒さん達の文法力の衰えには、驚くばかりです。 

文法とは、英語の「形」です。形が分からなければ、単語だけを覚えても勝手な解釈になり、言いたい

ことも正しく伝えることが出来ないのです。 

このパンデミックの間のオンラインレッスンで、私が文法を教え非常に効果をあげた教材を使い、 

新しい教師（小川ピュアさん 大阪大学卒）を迎え、学校の文法・受験文法・留学就職文法、どういう

ことにも役立つ文法を教えて行きます。 

他の４技能と同様に、更に文法力も鍛えて行きます。                  

渡邊節子 

 

http://watanabe-academy.com/
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【学芸大学 SASSANO クラス】 

 

英検･英検 Jrお疲れ様でした。英検 Jrに関しては、まだ結果が出ていませんが受験した全ての生徒さんが熱心に

取り組んでいました。私も結果が楽しみです。 

3月上旬にお伝え出来るかと思いますので、もう少しお待ち下さい。 

 

【学芸大学 MASUBUCHI クラス】 

 

いつもレッスンへのご参加・ご協力をありがとうございます。 

3月より、新入社員の藤田と皆様のレッスンを担当させて頂きます。 

何卒宜しくお願い致します。 

 

2月のレッスン→1/31〜2/26の 4週間 

3月のレッスン→2/28〜3/26の 4週間 

 

いよいよ学年末試験が始まりますね。前回よりも良い点を目指し、学年最後のテストを気持ちよく終えましょう！ 

対策はしっかりと計画を立てていきますので、範囲や日程の報告を正確に、早めにお願い致します！ 

補習も可能ですので、メールにてご予約受け付けています。ご相談下さい。 

 

現在小学 6年生の生徒様は、4月からコマ数が中学生のコマ数に変わります。 

対面レッスン→7 コマ 

会話レッスン→2 コマ（4回） 

今まで以上に、計画的なコマの消化をお願い致します。 

 

※土曜日のレッスンに関しての注意事項は、スケジュール表に記載がございますので、ご確認をお願い致します。 

 

【学芸大学 DEWAN クラス】 

 

いつもレッスンへのご参加・ご協力をありがとうございます。 

2月スケジュールは 2月 26日までとなっております。対面レッスン・オンライン会話レッスンともに、計画的な 

ご予約をお願い致します。 

各月のスケジュールの詳細は、別送されますスケジュールの表をご確認ください。 

 

現在中学 3年生、高校 3年生の生徒さんは 4月からコマ数が変わります。こちらもスケジュール表に 

記載されている各学年のコマ数をご確認ください。 

 

News from classroom 
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【洗足教室 SAKAGUCHI クラス】 

 

寒い毎日が続きますがいかがお過ごしでしょうか？ 

2月は火曜日と日曜日はレッスンお休みです。 

毎月スケジュールと一緒に送っている A letter from Senzoku に詳しい洗足教室の情報を載せています。 

ぜひご覧ください。 

 

【KAORUKO 先生クラス】 

 

To my online students, 

 

Thank you very much for your patience and understanding during my trip to the US last month. After a 

six day hotel quarantine, I will be back to our normal schedule. I know that many of you have finals so 

please send me the details of your tests to make your lessons as efficient as possible.  

Let’s make February and March a time to reflect on your growth and make plans for new challenges 

toward your next academic year.  

 

See you in class.  

Kaoruko 

 

【TAKAKO 先生クラス】 

 

2021年度も、オンライン・レッスンへのご協力有難うございました。3月 19日㈮は、オンライン・レッスンをお休

みとさせて頂いておりますので、お振替をどうぞよろしくお願い致します。 


