
Watanabe Academy April 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

だんだん暖かい陽気になって、春を感じる事が出来るようになって来たというのに、 

なかなか世の中のムードは、晴れやかにはなりませんね。 

只『まん延防止等重点措置』の適用が３月２１日で解除されるとのニュースが入って来てい

るので、少しは心が晴れる事を期待したいものです。 

このパンデミックが始まった時、どのような形で明けるのだろうと不安に感じていたので

すが、決して元の形では明けないだろうとの予想通り、いろいろな物の質が落ちているのを

感じるのは私だけでしょうか？ 

しかし、ワタナベアカデミーでは、４月から新たな優秀なスタッフが二人加わり、このパン

デミックをプラスにするべく、奮闘努力を続けています。 

本年度も皆様方のご支援の程、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

                 渡邊節子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

  

Watanabe Academy  Gakugeidaigaku 

Watanabe Academy  Senzoku 

Watanabe Academy  Kajigaya 

Watanabe Academy  Boston 

 http://watanabe-academy.com 

2022 年 4 月 

2022年 3月‐5月 
 

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 

 

 

5月 

1日(日)～8日(日)…アカデミーお休み 

6日(金)…英検 2022-1申し込み受付締切日 

27日(金)…英検 2022-1準会場 A日程一次試験 

28日(土)…英検 2022-1準会場 B日程一次試験 

29日(日)…英検 2022-1準会場C日程一次試験 

 

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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  Announcement 

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 

 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、社会人の生徒さんとしてアカデミーでお勉強された、鹿島直樹さんから、在塾生の皆様へメッセージをいただきました。 

 

在塾生の皆様 

先日ワタナベアカデミーを卒業しました社会人の鹿島です。僭越ではありますが、メッセージ記載します。 

私は高校と社会人でワタナベアカデミーにお世話になりました。私の場合、中学高校でメンタル不調を患ってしまい、英語

学習を進められなかった背景があり、社会人になってエンジニアとして海外プレゼンを任された際に質疑含めて全くできず

困ってしまい、再度社会人で入塾させていただいたという経緯であります。その後は、アカデミーの学習方法を信じて英文

や単語を覚えることに努めてまいり、その甲斐もあって今は英語でのやり取りにも当時ほど恐怖は感じず、困らなくなった

と感じています。そんな私から在塾生に伝えた方が良いなと思うのは、学生時代から、責任は自分にあるという感覚を持つ

ことが大事ということです。学生時代に英語を勉強しないで社会人になって困った自分が言うのもなんですが、その分のつ

けは自分で払わなければなりません。そして、責任を持つことができれば色々なことに勇気を出して決断できるようになり

人生を豊かにしてくれると思います。 

最後になりますが、私が挫折したアメリカ出張では、たまたま土日にサンタモニカのサンセットビーチを訪れることができ、

その夕焼けを見て色々な思いが逡巡し深く感動しました。皆様もぜひ機会があればご覧になれればと思います。 

 

スタッフ紹介 

４月入社の２名のスタッフを紹介します。 

・Menkar Shaula Santos：上智大学大学院グローバル社会専攻 

修士課程終了 

・小川ぴゅあ：大阪大学 文学部人文学科 卒業 
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【学芸大学 SASSANO クラス】 

 

･4月のスケジュールのご予約にあたり、気をつけて頂きたいことがあります。 

小学生のスケジュールはWと Aに分かれております。生徒数に応じて、上限人数を設けておりますのでお間違い

のないようお手元に届いたスケジュールのアルファベットをご確認の上、ご予約お願い致します。 

･新年度より時間割を改変致しました。 

土日祝の時間が変更、Aグループの 16:30からのコマが無くなります。 

(その分昨年度よりも上限人数の幅を引き上げて、お席の確保に努めて参ります。) 

･私事ではございますが、4月末でワタナベアカデミーを退職致します。後任は鱒渕(masubuchi@watanabe-

academy.com)が担当致します。5年間、本当にありがとうございました。残り少しの間ですが、どうぞよろしくお

願い致します。 

 

【学芸大学 FUJITA クラス】 

 

別紙で詳しくご案内させて頂いておりますが、4月よりMASUBUCHI クラスは【FUJITA クラス】へ変更になり

ます。変更に伴い、担当は『藤田実優』になります。レッスンに関してのご連絡・ご相談は、藤田にメールにてお気軽に

お問い合わせください。（藤田アドレス：fujita@watanabe-academy.com） 

ご予約時は、レッスン予約サイトトップページにございます、【FUJITAクラス 4月（4/4〜4/30）】のページより

ご予約をお願い致します。 

※レッスン（ご予約時）に関するお願い 

・会話レッスンは、オンライン形式ではなく、対面レッスン時に行う形に変更になります。詳しくは、会話レッスンの変更

に関する別紙をご参照下さい。 

・新中学 1年生は、コマ数が 9コマに変わります。計画的なご予約をお願い致します。 

・土曜日のレッスンのご予約は、2日前に締め切らせて頂いております。当日のご予約は受け付けておりませんの

で、何卒ご了承下さい。当日ご連絡のある際は、お電話にて、内線 16番へお願い致します。 

新学期早々、色々な変更でご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございません。 

ご不明点がある際は、遠慮なくお問い合わせください。 

今後共、何卒宜しくお願い致します。 

 

【学芸大学 DEWAN クラス】 

 進級・進学おめでとうございます。 

 2022年 3月までに入塾された生徒さんに関しましては、進級・進学に伴いコマ数が変わる場合がありますので、 

詳しくは同封されている DEWAN クラスのスケジュール表をご確認ください。 

 4月から Shaula先生も DEWANクラス担当となり、デワンと 2人体制でレッスンを行っていく予定です。 

 曜日ごとに担当の先生が変わっておりますので、そちらもスケジュール表をご確認ください。 

 また、会話レッスンのシステムも 4月から大きく変わります。詳細は同封されていますお便りをご確認ください。 

 2022年度も計画的なご予約と、レッスンへのご参加をどうぞよろしくお願い致します。 

 

News from classroom 
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英検 Jr 平均正答率 GOLD SILVER BRONZE 

ワタナベアカデミー 88% 90% 92% 

全国 80% 84% 82% 

 

【洗足教室 SAKAGUCHI クラス】 

 

来年度もよろしくお願いします。 

新学期のレッスンスタート日は 4月 4日月曜日です。 

 

【KAORUKO先生クラス】 

 

A new beginning 

April is the month of new beginnings; a new school year, a new school, a new classroom 

with new friends. I love spring because the air is full of hope.  

For my online class, I plan to continue developing your writing skills and increasing your 

cultural literacy level. Cultural literacy? Yes, this is the knowledge about the world around 

you. For example, cultural literacy is about understanding environmental, political, and 

economic issues. It also includes your knowledge of technology and innovation. The better 

versed you are, the clearer you will appreciate your surroundings.  

So, I look forward to seeing you in my class. 

Kaoruko 

 

【TAKAKO先生クラス】 

 

 

2022年度のスタートを切りました。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。英会話のレッスンを私と

のオンラインレッスンに付属させ、より会話の先生と協力し、ご指導できるよう努めます。ご相談があれ

ば、いつでもご連絡下さい。 

 

202１年度第 3 回 英検ジュニア  

 
<GOLD> 

小学 4年生-1名 

小学 3年生-3名 

小学 2年生-2名 

 

〈SILVER> 

小学 5年生 1-名 

小学 3年生-1名 

小学 2年生-2名 

小学 1年生-2名 

 

〈BRONZE> 

小学 3年生-2名 

 


