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“Waste your money and you’re only out of money,
but waste your time and you’ve lost a part of your life!”
Michael LeBoeuf
お金を無駄に使ったら、あなたは無一文になるだけだ、
しかし、時間を無駄に使ったら、あなたは人生の一部を失うことになる！
マイケル レボウーフ

2022 年 8 月‐2022 年 10 月
10 月

8月
1 日（月）…英検 2022－2 申し込み開始日
8 日（月）～14 日（日）…アカデミーお休み
31 日（水）…英検 2022－2 アカデミー申し込み締め切り

1 日（土）…英検 2022－2 準会場 B 日程一次試験
２日（日）…英検 2022－2 準会場 C 日程一次試験
7 日（金）…英検 2022－2 準会場 D 日程一次試験
8 日（土）…英検 2022－2 準会場 E 日程一次試験
9 日（日）…英検 2022－2 本会場一次試験

9月
8 日（木）…英検 2022－2 申し込み締め切り日
30 日（金）…英検 2022－2 準会場 A 日程一次試験

準会場 F 日程一次試験
22 日（土）…英検 2022－2 準会場 G 日程一次試験
4 級 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
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。

英検実施のお知らせ
実施日程：2022 年 10 月 9 日（日）

実施場所：学芸大学教室

実施級：５級、4 級、3 級、準 2 級
実施時間：
5級

14:40～15:30 （入場開始：13:35

着席時間：14:00）

4級

10:30～11:35 （入場開始：9:25

着席時間：9:50）

3級

14:40～16:00 （入場開始：13:20

着席時間：14:00）

準 2 級 10:20～12:05 （入場開始：8:50

実施するお部屋につきまして
は、試験１週間前までに郵送
にてお知らせいたします。

着席時間：9:40）

申込締切日：8 月 31 日（水）
同封の申込用紙に必要事項をご記入いただき、検定料とともに担当の先生へお渡しください。
※注意※
教室の収容人数に限りがありますので、各級で人数制限を設けております。
大変恐れ入りますが、お申し込みは先着順で承りますので、
受験をご希望の方はお早めに担当の先生へお声がけください。
また、収容人数の都合により、中学３年生までのお申込みとさせていただきます。
ご不便をおかけし大変申し訳ございませんが、ご理解の程何卒よろしくお願いいたします。

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。
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2022 年度第 1 回 英検
S-CBT/CBT（2022 年 3 月～2022 年 6 月） 合格者
2022 年度第 1 回 英検ジュニア 結果

〈5 級〉 中学生-1 名、小学生-11 名
〈4 級〉 中学生-4 名、小学生-6 名
〈3 級〉 中学生-16 名、小学生-4 名
〈準 2 級〉 高校生-2 名、中学生-6 名、小学生-3 名
〈2 級〉 高校生-9 名、中学生-名
〈準 1 級〉 高校生-２名、中学生-１名、大学生-1 名

<GOLD>
小学 2 年生
小学 3 年生
小学 4 年生
小学 5 年生
小学 6 年生

1名
1名
1名
1名
1名

〈SILVER>

〈BRONZE>

小学 2 年生 1 名
小学 3 年生 1 名
小学 4 年生 4 名

小学 2 年生 1 名
小学 3 年生 2 名
小学 4 年生 1 名

英検 Jr 平均正答率

GOLD

SILVER

BRONZE

ワタナベアカデミー

82%

88%

95%

全国

80%

85%

82%
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～アメリカ出張から帰国した坂口先生からメッセージをいただきました～

コロナにより３年ぶり実施となる Watanabe Academy
Summer Tour in Boston に添乗して来ました。Boston 中心部
より車で約 30 分のところにある、New England House で生
活しながら Boston Leadership Program に参加することが目
的のツアーです。この Boston Leadership Program は、STEM
(Science, Technology, Engineering, Math)をテーマにさまざまな
授業を行っていますが今回は、Mini med(医療入門を学
ぶ）Surgery(動物の解剖などを通して臓器の作りや成り立
ちを学ぶ）Psychology(心の病気について学ぶ）Business(ビ
ジネスプランのプレゼン)の授業から選び、１週間を通して
現地の同年代の子と一緒に学びました。この中で中学
生対象の Mini med と Surgery の授業を実際に見学してき
たのですが、脈の測り方や心肺蘇生など実践を交えて
受ける授業は、どれも本格的で心が弾みました。参加者
は１つのレッスンに 10~20 人と小規模で先生との距離も
近いです。ただ英語を使うだけではなく、英語を使って知
識を深められる program だと感じました。
放課後や週末は、New England House で授業の復習・スライム作り・広い
公園でスポーツ、映画館・ゲームセンター・ショッピングモールでのお買い
物・ボストンでダックツアー・Red Sox vs Blue jays の野球観戦・New England
House でボストン名物のロブスターの夕食・Harvard club での食事などなど、
Boston の生活を存分に楽しみました。中でも Harvard 大学のキャンパスツア
ーは参加者全員が教養の深さを感じさせる建物に圧倒される様子が伺え
ました。
机の上での勉強ももちろん大切ですが、実際に経験をすることは比べられ
ない程パワーがあると思います。また Watanabe Academy Summer Tour は渡
邉先生を始めスタッフが一緒に行動するので、滞在中のケア・保護者との
やりとりも頻繁に行うことができます。少しでも興味がある方は、ぜひ来年参
加してください。
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