
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実りの秋がきました。 

 ９月は残暑厳しい日が続いたと思うと台風や大雨で肌寒く感じる日が

続くなど体調管理が難しい毎日でしたが，１０月に入り秋を肌で感じるこ

とのできる涼しさになり，過ごしやすくなりました。 

 学校生活のリズムを取り戻し，毎日学習に励む子どもたち。普段の何気

ない会話で「テスト勉強そろそろ始めないと…。」「休みの間に〇〇ができ

るようにしてこよう！」など，どの学年でも学習に対する前向きな姿勢が

伺えます。育伸社の全国模試８月テストの結果をふまえ，それぞれに課題

がみつかったようです。普段の学習の成果が大いに発揮されていた生徒，

まだまだ努力が足りないことを実感した生徒などそれぞれですが，目先の

「目標を達成すること」が大切だと考えています。３年生はいよいよ第１

回目の基礎学力テスト，また中間テストも控えています。各自が目標達成

に向けて継続してがんばってほしいと思います。 

２年生はシドニー研修旅行報告会も控えています。月に１度はプレゼン

をする機会がある子どもたちですが，今回の報告会は後輩や保護者の方に

たくさん参加いただけるということで緊張しているようです。自分たちの

シドニーへの熱い思いを報告するために毎日忙しい学校生活の中で時間

を見つけてはプレゼン用意に励んでいます。たくさんの保護者の皆様のご

出席をお願いいたします。 

１，２年生は下記の予定で弁論大会・スピーチコンテストにむけての予

選を行います。夏休みの宿題で作成したスピーチをクラス内選考会で発表

し，代表者を決定します。また 11 月の SEIKO フェスティバルに向けて

の準備も各クラスで始まります。 

  通常の学習や生活面においても豊かに実る秋の果実のように，子ども

たちにとっても実りの秋となるよう一日一日の時間を大切にしていき

たいと思います。ご家庭でも体調管理のほど，よろしくお願い致します。 

  IECコース主任 阿部 幾子 

Dear Parents, 

 

Homework is an important part of your child's learning. 

It gives them a chance to: 

• work through the things they have learned at school 

• strengthen their long-term understanding of the topic or activity. 

Homework helps your child to develop study skills that they will use for the rest 

of their life and is a chance for you to get involved and help your  

child’s learning. 

 

So, what can you do at home to assist your child? 

 

In secondary school, homework will become harder and more frequent. You 

can help your child create a homework timetable so they can keep track of their 

work. This should be a task you do together. 

Use a diary or a calendar and: 

• enter the dates and times of your child's non-homework activities, like 

sports activities, housework, reading time 

• get your child to list all their homework tasks for the week and when 

they are due 

• ask your child to estimate how long each task will take to complete 

• break up big tasks into small chunks 

• color-code each subject so that your child can see at a glance what 

they will work on 

• allow 10-15 minute breaks for every hour of study 

• allow breaks for mealtimes and encourage your child to eat with the 

rest of the family; this should be away from their desk or workspace. 

 

Finally, questions or concerns about homework. 

Talk to your child's teacher or school if you have questions about homework, or 

you believe your child needs extra help. 

 

Kind Regards, 

Calvin Lay 

★ IECコース 10月の予定について ★ 

１０月よりクラブ・補習時間を 

１６時１５分～１８時１５分 

☆ 探求クラブ活動日 

１０月 １１日（金）・１６日（水）・１８日（金）・２３日（水）・２５日（金） 

    ２８日（月）・３０日（水） 

☆ 補習 

IEC9   月・水・金  16時 15分～18時 15分 

IEC7/8  火・木    16時 15分～18時 15分 

☆ さわ弁当（注文者） 

  ２１日（月）は遠足のため各自昼食を用意してください。 

☆スクールバス 

小学校公開授業振休のため２１日（月）運行なし 

October 
2019.10.1. 

IEC 

News Letter 

★第２回漢字検定について★ 

 各学期に実施を予定しております漢字検定ですが，第２回目は IEC

コースのみの実施となりますので 

10月26日（土）13:00～ 

となります。受験者は昼食の用意が必要です。詳細につきましては後

日配布されます要項をご確認ください。 

☆ 弁論大会・校内イングリッシュコンテストについて ☆ 

生光学園中学・高等学校弁論大会  令和元年10月24日（木） 

＊各学年代表１名を選出します。 

 

生光学園小・中学校 IECコース 校内イングリッシュコンテスト 

1. 実施日  コンテスト（第二次審査）令和元年11月12日（火） 

2. 課題  IECコースに入学して（IEC7） 

シドニー研修旅行（IEC8） 

3. 審査  クラス予選で上位2名が第二次審査出場資格取得 
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