
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間はあっという間に過ぎ行き，師走となりました。２学期に子ど

もたちが登校してくる日数も残り19日となりました。 

２学期を振り返ってみると，生光学園中学校スピーチコンテスト，

第28回薫英杯『全国英語スピーチコンテスト』，生光スポーツフェス

ティバル（体育祭），小中 IECコースEnglishコンテスト，日本文学

研修旅行（IEC7・IEC8）などたくさんの行事がありました。子ども

たちはそれぞれに目標を掲げ，目標達成に向けて努めることができま

した。そして友人関係においてもお互いが認め合い，協力することが

大切であることを実感し，さらに大きく成長できたと思います。 

その中でも印象的だったのがスポーツフェスティバル。紅白に分か

れて競い合う中でも自分たちの力を出し切ろうと真剣な眼差しで競

技する子どもたちの姿に感動しました。普段は交流の少ない生徒とも

協力し，クラスメイトだけではなく他学年同士でも絆が深まったよう

に思います。コロナ禍での縮小実施ではありましたが，３年生にとっ

て思い出深い時間となりました。保護者の皆様にも多くのご声援をい

ただき，子どもたちの励みになったことだと思います。ありがとうご

ざいました。 

文学研修旅行では 29 名が参加しました。事前学習で中原中也・金

子みすゞの生涯を学んだ後，実際に生誕地を訪問し，記念館で多くの

作品と彼らの人生を重ね合わせました。そして松陰神社や平和記念資

料館を訪問することで『生きるということ』，『新しい道をつくるとい

うこと』の意味について，多感な時期の子どもたちそれぞれに考えて

もらうきっかけになったのではないかと思います。研修中，ほとんど

の生徒が熱心にメモをとり，集中して資料を読み込む姿に感心しまし

た。学びの多い３日間だったと思います。 

先月下旬から，急激に冷え込んできました。これから本格的な冬の

到来となりインフルエンザなどの感染病が流行してきます。手洗い・

消毒・マスク着用などコロナ禍での予防対策をもちろんのこと，うが

いなども励行し，体調不良の際は無理をせず早めに休養をとるよう，

ご家庭でもご配慮ください。 

今学期もいろいろとご協力・ご理解を頂き，本当にありがとうご

ざいました。３学期もどうぞよろしくお願いいたします。   

IECコース主任 阿部 幾子 

Dear Parents, 

As the leaves change colors and fall to the ground, it is a reminded of the 

cycle of life and the enduring nature of the human spirit. Seiko's students 

have shown great resilience and determination despite challenges posed 

on their study schedule, private life, and the community. Therefore, it was 

wonderful to see them smiling and letting their hair down in November. 

The first event was the annual Junior High Sports Festival. Even though it 

was shortened to half a day and postponed due to COVID-19 and bad 

weather, the festival was still full of laughter, competitiveness, and 

teamwork. It was the perfect way to recharge, have fun together, and build 

a healthy body. Congratulations, Team Red! 

Finally, Years 7 and 8 Historical/ Literature Trip for two nights on November 

23rd to 25th. Students visited famous places such as the Peace Memorial 

Museum. They learned about the world of Japanese literature from authors 

such as Chuya Nakahara and Misura Kaneko, and how it influenced 

modern families. Add to this were the visits to Miyajima, Akyoshidai, and 

Senkoji Temple to showcase the beauty of nature in Japan. What a great 

way to get motivated and get a first-hand experience away from the 

classroom.  

Regards, 

Mr. Lay 

★ IECコース 12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 

１2月 4日（金）・7日（月）・9日（水）・11日（金）・14日（月）・18日(金)・ 

21日（月）２学期最終日 

＊16日（水）はテストに関係ありませんが，クラブはありません。 

＊全国大会出場に向けてのエントリービデオ撮影を行います。上記期間内に終わ

らない場合は冬期学習中に行うことになります。 

☆ 補習 

IEC9    月・水・金       IEC7/8  火・木     

＊期末テスト期間中の 12月2日（水）と 3日（木）の補習はありません。 

☆ さわ弁当（注文者） 

＊23日（水）終業式は 11時30分放課予定のためさわ弁当なし 

＊冬期補習中24日（木）・25日（金）はさわ弁当あり，４時間授業予定 

☆スクールバス 

19 日（土）が小学校終業式日となります。朝は利用できますが，下校バスは時

間が異なるため利用できません。中学校は 11時30分放課です。 

21日（月）～25日（金）は往復ともバスの利用はできません。 

★生光学園小中English Contest（11/11）★ 

Y7・Y8から上位２名ずつ，スピーチ部門に出場しました。 

結果は以下の通りです。 

 【中学生の部】   

金賞（第１位） 小出 凜音（Y8）『 All Lives Matter 』 

銀賞（第２位） 森垣 行人（Y8）『 Global Awareness 』 

 

★全国英語スピーチコンテスト（11/3）★ 

大阪薫英学園ホールで開催された全国中学生英語スピーチコンテストで本

校代表の青木えりかさん（Y9）が努力賞に輝きました。 
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★ 冬期補習について ★ 

 冬期学習は24・25日の２日間，授業形式で４時間授業の予定です。

３学期早々には基礎学（３年生），育伸社１月テスト（１，２年生）を

控えています。あっという間の冬休みです。限られた時間を有効活用

するようしっかり計画を立てて学習をすすめるとともに，ご家庭でも

お声かけ，ご支援をよろしくお願い致します。 


