
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紫陽花のさわやかなつぼみが膨らみ，梅雨の季節がやってきました。本

来ならば１学期の折り返し地点にさしかかるところですが，新型コロナウィル

スの関係もあり，先月末からようやく平常生活を取り戻すことができ，新学年

の生活に慣れはじめたところといっても過言ではありません。 

生徒の分散登校時の日記には『早く元の学校生活に戻ってほしい！』

『友達と会えなくてさみしかった…』などと普段の何気ない生活が貴重なも

のであったことを実感している様子がうかがえました。これからの学校生活

において，向上心をもって有意義な時間が過ごせるようサポートしていきた

いと思います。 

IEC7においてはようやく移動教室や中学校の生活時間に慣れてきたよう

です。授業中，新しい学びに目を輝かせてがんばっています。クラスの友

達はもちろんのこと，クラブや補習時に他学年との交流も深めてさらに親交

の輪を広げてほしいと思います。 

IEC8 は心身ともに大きな変化及び成長の時期に入っています。さまざま

な不安を感じる時期でもありますが，自分の将来をしっかり見据えて『今や

るべきこと』を確実にやり遂げていく習慣を身に付けてほしいと思います。 

IEC9 は今年度初めての実力テストを終えて，それぞれの目標設定がで

きたことだと思います。学習した内容を暗記する方法ひとつを例にあげても

『しっかり書いて覚えるタイプ』，『繰り返し読むタイプ』など人によって得意

方法はさまざまです。自分に合う学習方法を見つけて，授業の後各教科担

当の先生方に分からないことを質問するなど『もう一歩』学習内容の定着に

向けて踏み出してほしいと思います。周囲の目を気にして分からないことを

そのままにしたり，分かったふりをしたりしないようにクラス担任・副担任から

も声がけをしっかりおこなっていきます。 

GA の授業では，各クラス今年度初めてのプレゼン期間となりました。今

回はクラスでの話し合い時間がほとんどとれなかったものの，リサーチをし

っかり行い知識を習得し，準備段階で自分の考えをきちんとまとめ，これま

での学習が活かされていることを感じるプレゼンを完成させている生徒もい

ました。『探求学習』とは生徒自らが課題を設定し，解決に向けて情報収集・

整理・分析したり，周囲との意見交換・協働したりしながら進めていく学習活

動です。個人活動だけでは考えを深めることができない生徒もいましたが，

自分のスキルを高めていくことに面白さを感じることができれば大きな進歩

だと思います。次の２nd クールでのステップアップに向けて各自で課題を

見いだし，学びを喜びにできるよう，Mr.Lay と協力してサポートしていきた

いと思います。  

 新型コロナウィルス感染予防対策はもちろんのこと，梅雨の時期は，気温

も湿度も高くなりますので，これまで以上に健康面や衛生面に十分気をつ

けなければなりません。子どもたちが自己管理をしっかりできるように学校

でも話し合い指導していきますが，ご家庭の方でも，お声掛けください。 

充実した日々を過ごせるよう，今月もご理解とご協力をよろしくお願いい

たします。 

  IECコース主任 阿部 幾子 

Dear Parents, 

These last few weeks have been difficult for us all, and it has provided us with a 

daily reminder of the power of our connection to one another and our ability to 

care, respond and adapt to the circumstances that we find ourselves in. 

The transition to our online lessons has been met with excitement and success. I 

am incredibly proud of our students with their openness, determination, and 

enthusiasm. However, it is great to see the students back where they belong, 

talking, and interacting with their friends.   

The Year 7s have been studying about Walt Disney and how he changed the 

world. The students have been drafting, editing their essays, and connect their 

findings to "real world" situations. It has been a challenge as it requires critical 

thinking and understanding of what they researched. I am happy to report the 

students are progressing in the right direction and are now working on their 

PowerPoint slides for the presentations.  

The Year 8s are learning about how similar age children live across the world. It 

is a fascinating topic as it pushes them to question their own beliefs and lifestyle. 

The critical component for this unit is utilizing statistics, facts, or graphs to support 

their findings.  

Year 9s are studying the healthcare system of Papua New Guinea and 

comparing it to Japan. This requires the students to have a strong understanding 

of the topic, their research information, and make clear connections to the 

country's infrastructure, education, government, or geography. After, the 

students must come up with a realistic "action plan" to solve the problems.  

Kind Regards, 

Calvin Lay 

★ 探求クラブがスタートします ★ 

  今年度は探求クラブ 19名でのスタートです。協賛企業も多くなり，昨年

度よりもさらに充実したインターシップ活動となりそうです。 

 校外活動につきましては自粛する方向です。オンラインツールを活用し

て学習していきたいと思います。 
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GAの授業の様子…IEC7がんばっています！ 


