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今年の桜もあっという間に散ってしまい、蒸し暑いと感じる季節の始まりです。 

３月２1日に『まん延防止等重点措置』が解除されましたが、まだまだ心がスッキリとしませんね！第４回目のワクチン

接種のニュースも聞こえてきます。 

先日『the Japan News』に、小学生と中学生の約１０％に鬱の症状があるとの記事が出ていました。今の教育の落ち

込みは本当に大変だと感じているので、この数字を見て愕然しました。これに対してどのような対策がなされるのか、はっ

きりとしていない様です。 

また、テレビでは毎日戦争のニュース！ 

このように暗いニュースに囲まれての毎日で、ため息が多くなってしまいますが、こういう時こそ踏ん張っていかなけれ

ばならないのです。明日がどのような日であっても、未来に向かって進むのです。この『パンデミック』がもたらしている様々

な災害に決して負けてはいけないのです。 

私は４歳で父親を亡くして、母親と踏ん張って暮らした日々を思い出しながら、『さあ、今日も頑張ろう』と朝日が昇るの

を待っています。 

朝は必ずやって来ます。こういう時こそ、その朝に向かってご一緒に準備をしていきましょう。ワタナベアカデミーでは、

二年間お休みしていた夏のプログラムを再開し、皆様に英語の楽しさを味わってもらいたいと様々なカリキュラムを揃えま

した。詳しくは、来月号でお知らせいたします。 

                                                              渡邊節子 

  

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

  

 

  

Watanabe Academy  Gakugeidaigaku 

Watanabe Academy  Senzoku 

Watanabe Academy  Boston 

 
http://watanabe-academy.com 

2022 年 5 月 

2022年 4月‐2022年 6月 

 

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）…アカデミー英検申し込み締め切り日 

30日（土）…夏のプログラム申し込み締め切り日 

 

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 

 

 

 

 

 

6月 

5日（日）…英検 2022-1本会場一次試験 

       英検 2022-1ワタナベアカデミー一次試験 

3日（金）…英検 2022-1準会場 D日程一次試験 

4日（土）…英検 2022-1準会場 E日程一次試験 

5日（日）…英検 2022-1準会場 F日程一次試験 

18日（土）…英検 2022-1準会場G日程一次試験 

                4・5級のみ 

 

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。 

 

新入社員からのあいさつ 

Menkar Shaula Santos 先生 

Hi, everyone! My name is Shaula Santos. 

I have been a conversation teacher at Watanabe Academy since November 2020, but starting in April 2022, I will be handling classes 

at Gakugei Daigaku Campus.  

Although I have been a member of the academy for more than a year, handling students on campus would still be new to me, but I would 

do my best to help and support everyone in their journey in language learning.  

I look forward to meeting you. See you in class! 

 

小川ぴゅあ先生 

みなさまはじめまして。4月から学芸大学教室の中学生クラスを担当させていただきます、小川ぴゅあです。 

大阪生まれ大阪育ちで、これまでは関西の進学塾で英文法・英文読解を教えていました。 

みなさまの多様な学びの一助となれるよう日々精進して参りますので、よろしくお願いいたします。 

教室でお会いできるのを楽しみにしております。 

英検ジュニアのお知らせ 

 

 

6/11(土)〜6/19(日)の間のいずれかの日時で開催します。 

詳細は、次回サンタモニカでお知らせ致します。 

また、受けた方が良い生徒さんには、個別でこちらから

ご連絡致します。 
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英検実施のお知らせ 

平素よりワタナベアカデミーにお越し頂き、誠にありがとうございます。 

英検 2022 年度第一回検定をワタナベアカデミーで実施することが決定いたしました。 

下記、詳細を記載しておりますので、ご確認ください。 

 

実施日程：2022年 6月 5日（日） 

実施場所：学芸大学教室 

実施級：５級、4 級、3 級、準 2 級 

申込締切日：4月２8日（木） 

 

実施時間・場所 

5 級 14:40～15:30（入場開始：13:35 着席時間：14:00） 小学生教室 

4 級 10:30～11:35（入場開始：9:25 着席時間：9:50） 大教室、中学生教室 

3 級 14:40～16:00（入場開始：13:20 着席時間：14:00）大教室、中学生教室 

準 2 級 10:20～12:05（入場開始：8:50 着席時間：9:40） 小学生教室 

※注意※ 

今回、準 2級まで実施するにあたり、お教室の収容人数に限りがあることから、 

各級で人数制限を設けさせていただきます。 

5 級 14 人 

4 級 30 人 

3 級 30 人 

準 2 級 14人 

（収容可能人数の観点から、準 2 級へのお申し込みは中学 3 年生までとさせていただきます。） 

大変恐れ入りますが、お申し込みは先着順となっております。 

ご希望の方は、お早めに担当の先生へお声がけください。 

ご不便をおかけし大変申し訳ございませんが、ご理解の程何卒宜しくお願い致します。 

 

Watanabe Academy 夏のプログラム申し込みについて 

(4/30/2022 締め切り) 

2022年度の夏のプログラムの締切りが近づいています。必要書類が多く、完全にそろわないこともあるかと思います。 

4 月 30 日までに以下の書類をご提出頂ければプログラム申し込みとさせて頂きます。 

1. 申込書 

2. 調査書 

3. 手数料 (現金) 

その他の書類は準備が出来次第で結構です。順次担当の先生までご提出下さい。 

ご質問、ご不明点がありましたら k.watanabeacademy@gmail.com までご連絡下さい。                渡邊馨子 

申込関連の書類は以下のリンクでアクセス出来ます。 

https://drive.google.com/drive/folders/1YBKP8mlAAxP3qNtMrTy5uy2Y0Ngy-cWy?usp=sharing 
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説明会の録画 

https://drive.google.com/file/d/1ZJUaiQiWG5opmitVxay0nA8pxRrX07Jd/view?usp=sharing 

 

 

【学芸大学 MASUBUCHI クラス】 

 

4月より担当させて頂いております鱒渕でございます。 

担当が変わり、色々とご不便をお掛けしてしまっているかと思いますが、いつもレッスンへのご協力誠にありがとうご

ざいます。 

新学期が始まり、新たな生活をスタートさせてバタバタしている方もいらっしゃると思いますが、毎日 5分・10分で

もいいので、お家でアカデミーの教材の音読練習をしましょう。英語は毎日の積み重ねを継続することが大事で

す！ 

また、6月 5日には英検、6月 11日〜19日の期間では英検ジュニアを実施します。受験される方は、お申し込

みを忘れずに。 

補習は 1 ヶ月前より最大 4 コマ、無料でお越し頂けますので、ウェブの方からご予約をお願い致します。 

 

【学芸大学 FUJITA 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。 

4月のレッスン→4/4～4/30の 4週間 

5月のレッスン→5/9～6/4の 4週間 

ゴールデンウイークに伴い、5/1～5/8はお休みとなっておりますので、ご注意ください。 

4月より、会話レッスンがオンラインから対面レッスンにいらした際に受講いただく形に変更になっております。 

9 コマの中でしっかり会話レッスンも行えるよう、計画的なコマの消化をお願い致します。 

また、6月に英検の受験を検討されている生徒様は、お早めにお声がけいただけますようお願い致します。 

※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ありがとうございます。 

 5月スケジュールはゴールデンウィーク明けの 5月 10日から 6月 4日までとなっております。 

 曜日によって担当の先生が異なっている場合がありますので、郵送されますスケジュール表をご確認ください。 

 今後とも計画的なご予約とレッスンへのご参加をよろしくお願い致します。 

 

【洗足教室 SAKAGUCHI クラス】 

 

新しい学年のスタートですね！ 

一人一人の目標に向けてカリキュラムを作っています。一緒に頑張りましょう！ 

News from classroom 
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〈5 級〉 中学生 3 名、小学生-5 名 

〈4 級〉 中学生-12 名、小学生-6 名 

〈3 級〉 中学生-14 名、小学生-1 名 

〈準 2 級〉 高校生-1 名、中学生-15 名、小学生 1 名 

〈2 級〉 高校生-4 名、中学生-8 名 

 

 

 

 

【KAORUKO 先生クラス】 

 

Dear students, 

 

We are entering our fifth month of 2022. Is it just me or is the time really flying by?  

As we enter May, many of you will be taking the Eiken test. Please let me know when you have 

registered for the test so we can start preparing.  

 

At the end of this month into June, I will be traveling to Boston again for work. So, the class time has 

changed a little. But, as always, I am here for you wherever and whenever.  

 

Kaoruko Watanabe 

 

【TAKAKO 先生クラス】 

 

4月 29日㈮~5月 8日(日)までゴールデンウィークでオンライン・レッスンがお休みになります。5月のコマは 6

月 4日まで、6月のコマは 7月 2日までになりますので、ご出席どうぞよろしくお願い致します。 

202１年度第３回 英検 

S-CBT/CBT（2021年 11月～2022年 2月） 合格者 
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2021 年度 大学合格実績 

推薦入試・内部進学を含みます。 

 

青山学院大学：1 名 

慶應義塾大学 ：6 名 

国際基督教大学：1 名 

埼玉大学：1 名 

芝浦工業大学：1 名 

聖心女子大学：1 名 

多摩美術大学：1 名 

中央大学：1 名 

東京女子大学：2 名 

東京都市大学：1 名 

東京理科大学：1 名 

東洋大学：1 名 

日本歯科大学：1 名 

フェリス女学院大学：1 名 

法政大学：1 名 

武蔵野大学：1 名 

明星大学：1 名 

立教大学：1 名 


