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Dear Parents,

Congratulations to our rnronderful Year 9sl ln a ouple of weeks, they

will be graduating and receiving their Junior High Certificate. This is an

outstanding achievement and something that they should be proud of.

As they embak on their next journey in life, full of new challenges and

apprehension, please have them tiake a moment to refled on their time

here, from the Entrance Ceremony up to their last day. Not only to

confirm the knovvledge and skills that they have acquired br.rt also to

understand its signifi cance.

The coronavirus has caused great confusion and disruption to society,

especialty to Seiko Gakuen Junior High students. This term has been

challenging due to students being aruay, the shorter{erm and

compulsory tests that limited the students' ability to have a proper and

full English cuniculum. As a result, it would not have been fair to grade

students based on overall rarcrkload, skills, and abilities. The leadership

team has decided that the report card would be a little different, focusing

on writing. This should still provide insightful knoWedge on a critical

mmponent of leaming and how students progress.

Again, I appreciate your understanding and co-operation on this matter,

and if you have any questions, please dont hesitate to call.

Kind Regads,

CaMn Lay
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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

告げていま司■

早いもので今年度も最終月を迎えました。「、vithコ ロナ」という新

しい生活スタイルを余儀なくされた1年間でしたが,感染予防に努め

ながら子供たちと共に今この時を迎えられたことに感謝しています。

限られた学校生活をどう過ごすのか,子供たちそれぞれの日標は異な

りますが,これまです音ってきた探求心を大いに活かして今できること

をしっかり考え実行することを糸断売してほしいと思います。

3年生は卒業まで残り数日となりました。IECコース第2期生とし

てしっかりと自分たちの道を切り開いてきてくれました。特にフット

ワークが軽く,教師の手伝い,環境整備,後輩の世話など、嫌な顔ひ

とつせずに率先して学校のために尽力してくれた姿が印象的です。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が
,

誠実に問題と向き合い,解決に努める彼らの姿勢から私自身もたくさ

んのことを教えられ,前向きに努めることができたと思います。

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

供たち。これまです書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。残りの中学校生活が有意義なものとなるようサポー トしていきた

いと思います。1,2年生はIECの先輩たち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。

MILayからもご案内させていただきましたが,学年末のGA成績

表として,各自がテーマ別に取り組んだエッセイを添付いたします。

生徒一人ひとりが一生懸命取り組んだ作品ですのでご一読ください。

1年間,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。子供たちがこれまで

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。

IECコ ース 主イ壬 阿部 幾子．畦
臨類

☆ IECコース 3月 の予定について ★

クラブ・補習時間 16時∞分～18時

☆ 探求クラブ活動日

3日 (水 )・ 5日 (金)・ 8日 (月 )・ 15日 鯛 )・ 17日 (水 )・・・活動最終日

☆ 補習

IEC9→ 月・水・金

*1日 (月 )補習なし

*3日 (水),5日 (金)補習あり 5日 が最終日となります。

IEC7/8 → 火・木

*2日 (火),9日 (火),11日 (本)補習なし

*18日 (木)最終日

O TO]■`Julor 3月 24日 (水)13:(Ю～ 15:∞ (予;0
*さわ弁当あり・カフェ弁注文不可・スクールバス利用可

★ 探求クラブ 活動報告 ★

『クエストカップ 2021全国大会』の結果が発表されました。企業探究部門「コ

ーポレートアクセス」には全国から2590チ ームがエントリーし,120チームが

優秀賞を受賞しました。本校からは以下の2チームが選出され,去る2月 20日

(土)にはオンライン全国大会に参加しました。惜しくも企業賞にはいたりませ

んでしたが,1年の活動の成果が評価され,とてもうれしく思います。また全国

大会の様子を観覧し,同年代の全国レベルのブレゼンを見ることで,学び多

い日寺間となりました。

大正製薬‐チーム 【T.■ 3.S】 メンバー:B 天田 山村 W 石川

大和ハウス チーム 【IITm】 メンパー :聰 森垣 新見

去る2月 20日 (土),II]Cコ ース卒業論文発表会が開催されまし

た。 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。それぞれの学びを大いに発揮できた時間

だったと思います。

★_奎菫詮茎整塞金 ★

夕燎目自 製藝
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