
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご入学，ご進級おめでとうございます。 

生光学園中学校IECコースは，今年度で４年目を迎えました。 

今年度はIECコース主任及び１年生副担任として皆様と関わらせてい

ただくことになりました。IECコースでの様々な取り組みを月に一度こ

ちらの紙面でご紹介させていただきたいと思います。 

 

IECコースの特色のひとつであるGA(グローバル・アウェアネス)では

国際社会で通用するグローバルな人材を目指して世界と関わる問題に

焦点をあて学習しています。新入生の皆さんは生光学園小学校で培った

英語力を活かせるよう，また在校生におきましては更なる探求心向上と

世界の一員としての視野を広げることができるよう，Mr.Layと協力しな

がら子どもたちの学習が充実したものになるよう，またIECコースのGA

一本の柱となるよう精一杯努めて参ります。 

  

また私が顧問を務めます『探求クラブ』での活動についてもこちらの

紙面でご紹介させていただきます。 

昨年度２月の『クエストカップ全国大会』においては２チームが『佳

作賞』を受賞し，活動の成果を発揮しています。今年度も個人が企業人

の1人として活動し，全国で同じ課題に取り組む中高生の活動や実際の

企業人や指導者とふれあうことで立派な社会人として生きるために何

が必要なのか考え，また本当の『生きる力』を育成していきたいと考え

ています。活動は５月GW明けの予定です。 

 

子どもたちにとって充実した一年になりますよう，力一杯頑張りま

す。保護者の皆さまのご協力，ご理解のほど宜しくお願い致します。 

 

  IECコース主任 阿部 幾子 

As I write this newsletter, the Japanese government declared a state of 

emergency for seven prefectures, including the capital city of Tokyo, 

until at least May 6, due to COVID-19.  Prime Minister Abe called it, " 

The biggest crisis since World War 2." This declaration will have a 

profound effect on people's lives.   

 

Although Tokushima was not part of the "lockdown," we can still do our 

bit by practicing social distancing and wearing masks to protect other 

people as well as our own lives. We need to change our behavior by 

thinking about the welfare of others and follow expert advice and 

guidance from our health authorities. I'm sure this once in a  lifetime 

virus will be defeated if we work as one with a strong determination! 

 

At Seiko Junior High, we have implemented alcohol sprays at all 

entrances, advising students to wear masks and to practice social 

distancing. Also, we are preparing for ONLINE lessons, just in case, the 

situation worsens. As a result, all students in Years 7, 8, and 9 must 

have access to the internet.  

 

Finally, I would like to extend a very warm welcome to the new  

Year 7 students. I'm excited and cannot wait to start teaching you! 

You will experience a new way of learning that puts you at the center of 

everything, focusing on body, mind, and spirit- the whole you! 

 

Regards, 

 

Calvin Lay 

☆ 個人懇談について ☆ 

  

新年度最初の個人懇談では，ご家庭の様子や進路についてのお話をさせてい

ただきます。IECコースにつきましては平常授業となりますので，下校バスの

利用はできません。また限られた時間を有意義なものにするために，質問事項

等がございましたら事前にご準備頂きますよう，宜しくお願い致します。 

 行事予定では20～24日となっていますが，IECコース１年生につきまして

は基本的には 16 時以降の実施となりますので期間前後に幅を持たせていただ

き，できるだけゆとりある懇談時間を設けさせていただきたいと考えていま

す。小学校の兄弟関係はできるだけ配慮させていただきます。日時が決定しま

したら別紙にてご案内させていただきますのでご確認ください。保護者の皆様

のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 ★ メール再登録のお願い ★ 

 

緊急連絡メールを中学校から一括して送信できるようにメール配信

先を再設定させていただきます。詳細につきましては担任から配布い

たします『さくら連絡網 登録手順書A』をご一読ください。 

4月25日（土）までに再設定をお願いします。メールをお送りさせ

ていただく際に中学校からのメールだと分かるように『JSH2（ジェイ

エスエイチ 2）』を冒頭につけますのでお知りおきください。テスト

メール配信予定は4月27日（月）午後17時です。 
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☆ オンライン授業について ☆ 

  

 GAの授業はテキストがないので紙媒体ではなくオンラインでの授業

配信も検討中です。その場合ご家庭でのネット環境が整っていなければ

実現しません。この機会に子どもたちがご家庭でも ICT スキル向上に

努めることができるように環境（インターネット）整備をお願いできた

らと思います。 

携帯やタブレットからのアクセスも可能です。ご検討のほどよろしく

お願いいたします。 

★ クラブ・補習について ★ 

 

探求クラブ・補習のスタートは現在のところ５月 GW 明けを予定してい

ます。後日参加希望調査を配布します。 

これまでの３年間を振り返り，より充実した活動にするために，今年度は

年間通じて16時30 分～18時の90 分授業及び活動といたします。18 時放

課となりますので，終了後は速やかな下校にご協力ください。 


