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秋も深まる 11 月を迎えました。

Dear Parents and Carers,

先月は集中勉強会から始まり，中間テストや裁判所見学（Y9），
In today's newsletter, I want to focus on the importance of rereading when

校外研修（レオマワールド），校内スピーチコンテスト，漢字検定

students dig into text or websites looking for information, keeping their

などたくさんの行事がありあわただしく１か月が経過しました。
そ

questions in mind so they can find answers. To get the most out of the text,

んな中で平常授業が当たり前のように思えてきますが，
校舎内に生

students should read it several times. Many questions, especially the

徒の声が響くことの喜びを噛みしめながら，
子どもたちと有意義な

standard what, when, and where questions, can be easily answered during

時間を過ごしていけたらと思います。

the first read. Once they got that out of the way, students can focus on the

今月は体育祭（全学年）・小中合同イングリッシュコンテスト・

deeper, more complex issues during subsequent readings like why, how,

第２回基礎学力テスト（３年生）・実力テスト（１・２年生）・山

and if questions. Sometimes the questions get answered, and sometimes

口研修旅行（１・２年生）など行事も目白押しです。それぞれの行

they do not, but one way to try to answer them is to keep reading.

事に目標をもち，成長できるよう努めていきたいと思います。
さて，
今学期も残り半分を切りました。
学年仕上げの学期を控え，

Now an update on each class for October:

時間を無駄にせず何事にも集中して取り組むという姿勢が大切に
なってきます。中間・ベネッセ模試が終わったところでホッと一息

In Year 7, students have been working on problem-solving relating to

つきたいところですが，
反省をきちんと行い次の基礎学力及び実力

climate and environmental case studies, ranging from deforestation, lack of

テスト，期末テスト（12 月 2 日～の予定）に向けてこれまで以上

resources to finding a new planet to live on. Each group has to define the

に，自主性・計画性をしっかりもって，悔いの無い結果を出してほ

problem, support their arguments through research, and develop an action

しいと思います。１年生でも自主学習をスタートさせました。全学

plan.

年を通してみていると，基本は１日１ページという宿題ですが，内
容はさまざまです。『苦手を得意にするために』実りある家庭学習

For Year 8, over the last three weeks, students have been placed in small
teams to investigate future technology and how it can improve people's
happiness. This is a continuation from the last project where we focused on

を継続してほしいと思います。
ご家庭でも充実した毎日を送ることができるよう，
子どもたちの
体調管理等のご協力を宜しくお願い致します。
IEC コース主任 阿部 幾子

past technology and human history. The aim is for students to suggest
reasons for happiness and describe the effects of change on societies,
individuals, and groups.
Finally, Year 9. As part of the War and Peace unit, students will have to
make a PodCast about Anne Frank, a famous teenage girl who was killed
during World War 2. This involves students learning about her life and reflect
on the sadness of wars, especially the impact on people's lives. After, they
have to write a script and use an App to record their story. It's a fun project
that will test teamwork, technology, and storytelling skills.
Enjoy autumn and stay safe.
Mr. Lay

★ IEC コース 11 月の予定について ★
クラブ・補習時間 16 時 30 分～18 時 00 分
☆ 探求クラブ活動日
2 日（月）・4 日（水）・６日（金）・９日（月）・１１日（水）・2０日（金）
＊体育祭実施後のクラブはありません。（２日 or４日いずれか）
＊今月は実力テスト・山口研修旅行・期末テスト等の行事の関係でクラブなし

★ 入学願書受付について ★
2021 年度生光学園中学校の入学願書出願受付(A 出願)が 11 月
30 日（月）より始まります。入学試験は 12 月 12 日（土）です。
お知り合いの方で，来年度の入学対象者がいらっしゃいまし
たらぜひご紹介ください。生光学園中学校発展のために，ご協力
をよろしくお願い致します。

★ 校内スピーチコンテストが開催されました ★
去る 10 月 23 日，2020 年度生光学園中学校スピーチコンテスト
が開催されました。今年は三密を回避するため，中学校単独での

の日がたくさんあります。間違いがないようにきちんと確認してください。

実施となり各クラスから選出された代表者６名の弁士がそれぞれ

☆ 補習

の熱い思いを約５分間でスピーチしました。

IEC9

月・水・金

IEC7/8 火・木

IEC コースから出場した，小出凜音さん（Y8）と田村綾花子さん

＊１１月２日（月）体育祭後の補習はありません。すみやかに下校してください。

（Y7）が優秀賞（第２位）を受賞しました。

☆ さわ弁当（注文者）

おめでとうございます！

変更なし（体育祭の日もさわ弁当はあります。食事後下校してください。）

☆スクールバス
小学校入試振休のため 24 日（火）運行なし

