
Watanabe Academy, January 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Have a Merry Christmas  

and  

a Happy New Year 

 

From the staff at Watanabe Academy 

December 2021 
 

～今月のサンタモニカでは、先日アメリカ出張を終えた馨子先生からのメッセージを次のページに掲載します。～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

  

 

  

  

 

  

  

Watanabe Academy  Gakugeidaigaku 

Watanabe Academy  Senzoku 

Watanabe Academy  Kajigaya 

Watanabe Academy  Boston 

 http://watanabe-academy.com 

2022 年 1 月 

2021 年 12 月‐2022 年 2 月 

12月 

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 3日(月)…アカデミーお休み 

 

1月 

14日(金)…英検 2021-3一次試験準会場 A日程 

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 

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 

（ワタナベアカデミー実施日） 

 

 

 

 

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 

 

 

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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感謝祭で見えたアメリカの現状 

 

アメリカの感謝祭の長期休みを利用し、現地のボーディングスクールに通っている生徒さんの勉強合宿 

(Academic Prep)を New England House (ボストン郊外)で開催しました。久しぶりに皆さんに会い、学校生活

や今後の夢、そして進路について多くの時間をかけて話すことができ、みんなの成長と逞しさに驚く毎日で

した。英語だけの寄宿生活の中で培った自立心は本当に素晴らしいです。 

 

今回の Academic Prep のテーマは“平面な勉強を立体化”と題し、合宿中は SAT (大学受験共通試験)の勉

強に積極的に取り組むと同時に、アメリカの歴史が学べる体験も取り入れました。ヨーロッパによるアメリ

カの植民地化のシンボルのメイフラワー号、1620 年にメイフラワー号の乗客が初めてアメリカの地を踏んだ

時の岩 Plymouth Rock、感謝祭の発祥地 Plymouth の資料館の見学、そしてアメリカの最初の大学 Harvard 

University のキャンパスを訪問しました。また、アメリカの産業革命を象徴する Fenway Park の歴史ツアー

に参加するなど多くの体験を通してアメリカの価値観を学び、今後の勉強の成果につながるようプログラム

に盛り込みました。アメリカで最も古い街の一つであるボストンだからこそ可能な体験はまだ多くあります

ので、今後の勉強合宿に取り組んでいきたいと思っています。 

 

12 日間滞在したアメリカは日本で流れるニュースとは違い、コロナ前の姿には戻っていません。コロナ禍

３回目の渡米となりましたが、毎回再建のエンジンを起動させようとする熱意と行動は感じ取れますが、益々

経済低迷とコロナ感染者増加に歯止めがかからない不思議な現象が起こっているように見えます。物で溢れ

ていたアメリカは今クリスマスの飾りさえ充分にない現実です。今年のハロウィンではお菓子は手に入った

そうですが、仮装の衣装が品薄で恒例の trick or treat ができなかった子供たちも多かったそうです。物価も

高く元のアメリカに戻るには時間がまだかかるでしょうが、なんとかこの苦難を乗り越えようとするアメリ

カ人の強さとチャレンジ精神は健在です。コロナが終息するのを待つなんて不可能！Business as usual(通常

営業)に戻すためにはなんでも試みる行動力は素晴らしく、是非この意欲は見習いたいと思いながら数日前に

帰国しました。 

 

当初帰国後予定していた 10 日間の待機が、14 日になり少しがっかりしていますが、新しい変異株でまた

コロナ終息が見えなくなっている今こそ前を向いて行動しなければと改めて確信しました。 

 

マニエー渡邊馨子 
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 Announcemen

 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。 

 

 

 

 

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。 

 

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。 

 

 

 

 

今年もワタナベアカデミーから皆様に 

ちょっとしたクリスマスプレゼントと 

担当の先生からの FeedBackReport をお送りします。 

到着しましたらご確認いただき 

今後のお勉強にお役立てください。 
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【学芸大学 SASSANO クラス】 

 

コマ制のレッスンに御協力頂きありがとうございます。 

私事ではありますが、最近ヨガを始めました。昔から通ってくださっている生徒さんはご存知ですが、身体が硬くてア

キレス腱を断裂したこともあります。なぜこの話をしたかと言うと、硬かった身体が徐々に柔らかくなり出来なかった

ポーズが少しずつ出来るようなりました。この経験、英語の勉強に似ているなと思ったんです。1日 1日、地味な作

業の繰り返しを細々続けていくことで、少しずつ理解していくというところが。 

出来る出来ないに一喜一憂せず、細々でもいいので継続すること、ヨガや英語に限らず成すことにおいて大切であ

ると感じています。 

みなさんは 1日 10分でもいいので、英語に触れていますか？ 

レッスン前に沢山勉強するよりも、少しでもいいので毎日触れてみてください。きっと成果が変わってきますよ。 

 

【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。 

12月のレッスン→11/29〜12/24の 4週間（12/25はお休みです） 

1月のレッスン→1/4〜1/29の 4週間（1/3はお休みです） 

※12/25〜1/3はレッスンはお休みです。1月のレッスンは 4日から開始です。 

（先月のサンタモニカに 12/26〜1/3のお休みとお知らせ致しましたが、12/25〜1/4のお休みに変更となりまし

た。） 

上記お休みの期間は、お電話でのご連絡・メールでのお返事は致しかねます。お返事にお時間頂きます事、何卒

ご了承下さい。 

※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。 

1月開催の英検対策の補習は、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。 

12月後半のレッスンでは、ささやかではありますが、クリスマスプレゼントを配布予定です。冬休み期間も是非レッ

スンにお越し下さい。お待ちしております。 

 

【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。 

DEWAN クラスの 12月スケジュールは 12月 24日までとなっており、12月 25日～1月 5日はお休みです。 

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。 

News from classroom 
 



Watanabe Academy, January 2022 

 

 

 

 

 

〈5 級〉 中学生 6 名、小学生-10 名 

〈4 級〉 中学生-6 名、小学生-4 名 

〈3 級〉 中学生-12 名、小学生-7 名 

〈準 2 級〉 高校生-4 名、中学生-13 名、小学生 4 名 

〈2 級〉 高校生-5 名、中学生-2 名 

〈準 1 級〉 高校生-3 名 

〈1 級〉 高校生-1 名 

【洗足教室 SAKAGUCHI クラス】 

 

洗足教室は 12月 23日木曜日が年内最後のレッスン日です。それまでは日曜日も含め、毎日レッスンしてい

ます！教室は例年より気合を入れてクリスマスデコレーションをしています。みなさんがレッスンに来るのを待って

います！ 

【KAORUKO 先生クラス】 

 

Dear students, 

I can not believe we are entering the last month of 2021. How have you enjoyed your year? Have you 

been able to do what you planned at the beginning of the year? Or has COVID interrupted your plans?  

For me, it has been a very fruitful year. I have had the opportunity to meet each one of you and travel 

the world of English. It is definitely NOT an easy road but I have felt your commitment to your studies 

and have witnessed your progress. I hope we can welcome 2022 together and again walk the road to 

your success and dreams,  

Well, December! Here we go! 

Kaoruko 

【TAKAKO 先生クラス】 

 

オンライン・レッスンを始めて、2年目を迎えました。画面を通してのレッスンですが、皆様の誠実で賢明な姿勢

ポイントとなり、多くの良い結果を出すことができました。引き続き、私も、物理的な距離を感じずに、結果がついてく

るレッスンを頑張っていきたいと思いますので、2022年もどうぞよろしくお願い致します。 

202１年度第 2 回 英検 

S-CBT/CBT（2021 年 4 月～10 月） 合格者 

 


