
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ１年の締めくくりです！ 

暖かな春の日差しが降りそそぎ，春風はやさしく木々に春の到来を

告げています。 

早いもので今年度も最終月を迎えました。新型コロナウィルス感染

拡大予防のため臨時休業となり、子供たちと過ごすことができる時間

がどんどん少なくなっていることを心から残念に思います。しかし，

予測不能な事態だからこそ，これまで培ってきた探求心が活かされる

時だと思います。限られた時間をどう過ごすのか，子供たちそれぞれ

の置かれた環境は異なりますが，今できることをしっかり考え実行し

てほしいと思います。 

3 年生は卒業まであと残りわずかとなりました。担任として２年間

一緒に過ごし，IECコース第１期生として初めてのことだらけで何か

あるたびにはらはらしたり，どきどきしたり，また多感な時期の子供

たち同士の衝突など大変なこともありました。しかし，自分たちで新

しい道を切り開こうと目標を高く掲げ，誠実な姿勢で努めてきた子ど

もたちから,たくさんのことを教えられ,前向きに努めることができま

した。これまでの日々を思い返す度に胸が熱くなります。 

中学生として多くの経験を積み重ね，友達や多くの教科担任の先生

とのふれあいの中で，社会性を身につけ，たくましく成長してきた子

どもたち。子どもたちの成長を間近で見させて頂きましたことを，本

当に幸せに感じております。これまで培ってきた様々な力を活かし，

新しい世界でも大いに活躍してくれることを信じ，これからも応援し

ていきたいと思います。ご卒業おめでとうございます。 

学級役員の方々をはじめ，保護者の皆様には温かいご支援，ご協力

を頂き，本当にありがとうございました。子どもたちがこれまで無事

に学校生活を送ってこられましたのも，保護者の皆様のご協力とご理

解のおかげだと思います。心よりお礼申し上げます。 

１，２年生は３年生が切り開いてきた道をさらに長く太くできるよ

う努めてほしいと思います。 

様々なことが流動的で保護者の皆様にはご心配をおかけしますが，

ご理解とご協力をどうぞよろしくお願い致します。                  

                         IECコース 主任 阿部 幾子 

Dear Parents,  

  Looking back on this year, I'm proud to note how far we have come on the 

Global Awareness Program. Three years ago, Seiko Gakuen Junior High took 

the bold decision on creating a brand new curriculum that put students at the 

heart of learning. The aims were to develop a program that prepares students 

better for the ever-changing global environment that focused on technology, 

self-learning, critical thinking, and to foster an inquisitive mind. This year marked 

the full implementation of GA, across all year levels.  

 

One of the main reasons for the smooth transition is our current Year 9 

students. As the first group to experience and graduate from the program, they 

have been incredibly resilient, understanding, open-minded, and hardworking. 

During their graduation thesis presentation, I was filled with pride as they 

demonstrated their growth and maturity; topics covered were climate change, 

water problems, LGBT, agriculture, health, poverty, and education. These are 

not the standard subjects that you expect young Japanese teenagers to 

engage in.  

 

As their English teacher for the last five years, I am saddened to see them leave 

but take great comfort in knowing that ALL OF THEM will contribute positively to 

society in their own unique way, and even one or two will change the 

world.  Good luck in high school, and congratulations Graduating Class of 

2019! 

 

Miss you all, 

Calvin Lay 

★ IECコース ３月の予定について ★ 

 

〇 クラブ・補習時間はありません。 

＊ 来年度のクラブ・補習スタートは５月ゴールデンウィーク終了後です。

新年度に希望調査を行います。 

〇 TOEFL Junior実施について 

         ３月２４日（火） 13:00～15:00（予定） 

 現在のところ濃厚接触を避けるために２クラス（10 名程度ずつ）に分かれて

実施する予定です。さわ弁当を普段注文している生徒につきましては準備

できますが，注文していない生徒は昼食を各自持参してください。スクール

バスは登下校とも運行予定なしです。 
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★ 卒業論文発表会 ★ 

 

去る2月29日（土），IECコース第１期生の卒業論文発表会が開

催されました。縮小開催となりましたが，３年間 GA で学んだ成果

として『誰もが住みやすい世界を作るためにはどうしたら良いか？』

についてSDGs『持続可能な開発目標』の１７項目から自分の研究テ

ーマを選択し，卒論としてまとめ一人ひとりが発表しました。在校生

のみなさんには後日ビデオにて発表を見て，1年後，２年後の自分の

姿をイメージしてもらいたいと思います。 

★ 探求クラブ 活動報告 ★ 

 

『クエストカップ 2020 全国大会』の結果が発表されました。全国から 3420

チームがエントリーし，優秀賞162チーム，佳作75チームが発表されました。

本校からは企業探求コース【コーポレートアクセス】部門にエントリーした以

下の２チームが『佳作』を受賞しました。１年の活動の成果が評価され，とても

うれしく思います。 

チーム【MITSU園】メンバー：Y8堀内 池田 田中 Y7山村 岡 

チーム【O.T.S.】メンバー：Y8 蓑輪 Y7森垣 天田 長谷川 

＊中止となりましたGUTS大阪大会に向けての準備をすすめていたポスター

セッションを発表する機会をもちたいと考えております。 


