
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本当の春はすぐそこまでやってきました！ 

３学期が始まり早くも２月となりました。暦の上ではもう立春。と

はいえ，実際にはまだまだ寒さが続きます。 

各学年の締めくくりである春に向かって，生活・学習のまとめをし

っかりとしていかなければなりません。３年生は生光学園高校の入試

が終わり，いよいよ3月 10日の最終試験まで残り１か月となりまし

た。それぞれの目標達成に向かって努力あるのみ！輝かしい高校生活

のために今できることを全力でがんばってほしいと思います。 

１，２年生は先月からスタートした基礎学力テスト対策の取り組み

の様子を見ていると,自分の実力向上に向かって真剣に学習に取り組

む生徒，解説を見ようともせず，解答を丸写しして終わらせる生徒，

提出期限さえも守れず課題に追われる生徒など様々です。基礎学力テ

ストまで残り２週間。先日返却した1月の全国模試の結果をふまえて

１年間の学習の成果をきちんと出せるよう，またそれぞれの力を十分

に発揮できるようサポートしていきたいと思います。試験は水物，結

果が思うように出ないことはもちろんあります。しかし全力で対策に

取り組んでいれば必ず何らかの成長があることを実感できるはずで

す。３年生の頼もしい背中をしっかり見て誠実に努めてほしいと思い

ます。 

それぞれが中学生の多感な時期を迎え,友達との考え方の違いや性

格の不一致などが原因でいろいろな悩みを抱えてしまいがちです。自

分の中で問題を抱え込むことで深刻化していく可能性があります。自

分の感じたことや考えていることをしっかりと相手が分かるように

説明し，自分の言動も合わせて振り返ることが大切だと思います。誰

に対しても素直な言動ができなくなる時期かもしれませんが,これも

大切な成長の一過程と思い,子どもたちに寄り添い，しっかりと話を聞

きながら見守っていきたいと思います。ご家庭でも何か気になること

がありましたら，ご連絡ください。 

今月は生徒会役員改選,予餞会,参観日など,たくさんの行事がありま

す。インフルエンザも猛威を振るっているようです。「手洗い・うがい・

十分な睡眠・水分補給，マスク…」等を心がけ,今月を乗り切ってほし

いと願っています。ご家庭でも，継続して健康管理に配慮していただ

きますよう,よろしくお願いいたします。今月もご理解,ご協力を宜しく

お願い致します。 

IECコース主任 阿部 幾子 

Dear Parents,  

    February is always a stressful time for many students as they prepare for 

examinations and tests. It is important to create a supportive environment at 

home where students feel relaxed and are conducive to studying without the 

distraction of modern technology such as smartphones. Parents should 

regularly check on their children to be informed and to show interest in their well-

being.  

    Year 7 has been studying the book Charlotte's Web for literature. Students 

have been encouraged to analyze the relationships between language, text, 

contexts, and individual points of view and response. Thus far, I have been 

pleasantly surprised by their knowledge of the story, their willingness to offer 

opinions, ideas, and make connections to their own life experiences. For 

assessment and as part of the technology requirement of the curriculum, 

students will create a short film based on the novel. Once that is completed, we 

will move on to the last project of the year...Rashomon by Akutagawa. 

     For Year 8, students have been learning about the connections between 

Music and Math. To test their understanding, students had to create a panpipe 

and play a musical piece. Students had a wonderful time experimenting with 

length, how to blow to create sounds, documenting their actions, and other 

problem-solving skills. The final assessment was a class challenge where 

students had to make musical instruments from vegetables... that right, a 

vegetable orchestra. Again, this was not only enjoyable but very practical and 

hands-on. Next will be arts and science and how they are related. 

    For the last few weeks, Year 9 students have been working hard on their 

graduation thesis. The topic is on Sustainable Development Goals or SDGs. It 

is an accumulation of all the things we have been studying since Year 7- social 

issues, environmental problems, technology, literature, etc. Through 

discussions, researching, analyzing, reflecting and drafting, I am happy to report 

that all students are on track to complete this vital task. The next step after this is 

to create a short version and to prepare for their graduation presentation. 

 

Kind Regards, 

Calvin Lay 

★ IECコース ２月の予定について ★ 

 

クラブ・補習時間 １６時１５分～１８時１５分 

 

☆ 探求クラブ活動日 

2月 3日（月）・5日（水）・１4日（金）・17日（月）・19日（水）・21日（金） 

 

＊『クエストカップ２０２０』の全国大会出場の予選通過チームが近日中

に発表されます。子どもたちと一緒に結果を楽しみに待っているところ

です。今月のクラブは３月８日（日）に開催されます『ガッツ２０２０』に向

けての発表準備をすすめていきます。 

 

☆ 補習 
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★ 授業の様子 ★ 


