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Dear Parents,
"They say that time flies, when you are having fun
It can pass you by without notice, at the blink of an eye
Too many times this has been true, but I never ask why
Because life has a purpose and it will never be undone" by J
Rhys Davies

実りの秋がきました。
９月は残暑厳しい日が続いたと思うと台風や大雨で肌寒く感じる日が
続くなど体調管理が難しい毎日でしたが，１０月に入り秋を肌で感じるこ
とのできる涼しさになり，過ごしやすくなりました。
学校生活のリズムを取り戻し，毎日学習に励む子どもたち。普段の何気
ない会話で「テスト勉強そろそろ始めないと…。
」
「休みの間に〇〇ができ
るようにしてこよう！」など，どの学年でも学習に対する前向きな姿勢が

As your child grows into adulthood, please take each day as it
was meant to be. Fill them with happy times, and don't worry
about the bad ones- they can be easily be forgotten. This is
definitely true as I feel a sense of lost time and opportunities due
to COVID-19. However, we must appreciate what is important to
us, our family, health, and friendships.

伺えます。育伸社の全国模試８月テストの結果をふまえ，それぞれに課題
がみつかったようです。普段の学習の成果が大いに発揮されていた生徒，
まだまだ努力が足りないことを実感した生徒などそれぞれですが，目先の
「目標を達成すること」が大切だと考えています。３年生は第１回目の基
礎学力テストを終え，いよいよ受験がせまってきていることを実感してい
ることだと思います。次は中間テストです。やり残したことがないよう努
めてほしいと思います。

In the month of September, students have been improving their
writing skills by making a claim. A claim persuades, argues,
convinces, proves, or suggests something to a reader who may
or may not initially agree with you. It is usually the main argument
of an essay. This is important as it forces students to provide or
support their claim by evidence, quotations, expert opinion,
statistics, and telling details through research. It is a high-level
skill that is essential for critical thinking and for higher education.

来る 10 月 10 日（土）は参観及び公開授業です。１年生は初めての GA
の授業です。月に１度はプレゼンをする機会がある子どもたちですが，保
護者の方の前でプレゼンをするということで緊張しているようです。しか
し果実のごとく子どもたちの取り組みも実るよう一日一日を積み重ねて
身に付いた自分たちの ICT スキルやプレゼン力を見ていただくことで達
成感を感じるはずです。多くのご出席をお願い致します。
１，２年生は下記の予定でイングリッシュコンテストにむけての予選を
行います。夏休みの宿題で作成したスピーチをクラス内選考会で発表し，
代表者を決定します。

The results have been positive as students are starting to
understand the benefits. So far, they are keeping their claims
general so that lots of evidence in the text will support its
argument. The main problem is that students feel everything
should be said, "gives it all away" which eliminates the suspense.
This will take time, and with further experience, it will improve!

通常の学習や生活面においても豊かに実る秋の果実のように，子ども
たちにとっても実りの秋となるよう一日一日の時間を大切にしていき
たいと思います。新型コロナウィルス対策のマスク着用，また手洗いや
消毒など予防対策をしっかり行い，ご家庭でも体調管理のほど，よろし
くお願い致します。
IEC コース主任 阿部 幾子

As we enter the cold months of winter, please continue to stay
alert, safe, and positive.
★ IEC コース 10 月の予定について ★

Mr. Lay

☆ スピーチコンテスト及びイングリッシュコンテストについて ☆
生光学園中学・高等学校弁論大会

☆ 探求クラブ活動日
１２日（月）・１４日（水）・１６日（金）・１９日（月）・
２１日（水）・２３日（金）・２６日（月）・２８日（水）
＊１，２日は希望者のみ教育と探求社主催のオンライン
ミーティングに参加します。

令和２年 10 月 23 日（金）

＊各学年代表１名を選出します。

☆ 補習

生光学園小・中学校 IEC コース 校内イングリッシュコンテスト

IEC9

1. 実施日 コンテスト（第二次審査）令和 2 年 11 月 11 日（水）

IEC7/8 火・木

2. 課題

16 時 30 分～18 時 00 分
16 時 30 分～18 時 00 分

IEC コースに入学して（IEC7）
GA からの学び（IEC8）

3. 審査

月・水・金

クラス予選で上位 2 名が第二次審査出場資格取得

☆ さわ弁当（注文者）
遠足（10/21 予定）の日は各自昼食を用意してください。

☆スクールバス
＊予定が変わる場合もあります。ご了承ください。

小学校公開授業振休のため 19 日（月）運行なし

