January
2021..1.8
IEC
NewsLetter
Happy New Year, everyone!

新年 明けましておめでとうございます

2021 can't come fast enough as we say good-bye to an eventful 2020,

三学期が始まりました。本年もどうぞよろしくお願い致します。

including the Olympics' cancellation and the spread of COVID 19.

コロナ禍でこれまでとは異なる約２週間の冬休みだったと思います

This year is the Year of the Ox or Cow. Did you know people born in an Ox

が，ご家族との時間をゆっくりとったり，有意義な学習を行ったりす

year are said to have "ox's virtues." These virtues include being diligent,

ることができたのではないでしょうか。始業式では多くの子どもたち

strong, and dependable. Also, intensely patriotic and have ideals and

の表情から『三学期も自分のベストを尽くそう』という意気込みやや

ambitions for life and work.

る気が感じられました。
来る 13 日（水）
，３年生はいよいよ第３回の基礎学力テスト，そし

This semester, we have a full program to challenge and inspire students in

て 1,2 年生は育伸社全国模試が行われます。これまでの復習をしっか

areas and topics that will stimulate their minds and body. All classes will

りし，自分のベストが尽くせるように残された時間を計画的に活用し，

have a crossed curriculum, including English, math, and science.

学習をすすめてほしいと思います。
基礎学力テストは徳島県の中学生の学力がどれぐらいなのかを調べ

Year 7s will focus on "World Literature," reading the classic novel written by

るための共通テストです。徳島県では県下一斉模試はこのテストだけ

E.B White in 1952. It is a story about friendship, loyalty, and acceptance.

となります（1,2 年生は年に１回（今年は 2 月 17 日）
，3 年生は年に 3

These universal values are still as important as they were close to 70 years

回）
。1 教科によっては問題数も多く，時間配分も大切な課題となりま

ago! For assessment, students are expected to show their learnings by

す。各教科担任が事前指導をしていきますが，補習時間も有効活用し

producing a short video clip.

てほしいと思います。
3 年生は泣いても笑っても卒業まで約 50 日，全員が笑顔で卒業の日

Year 8s will study music and art in the world, focusing on their importance in
society. Also, to solve problems and to create a kinetic sculpture inspired by

を迎えられるよう，自分の課題に誠実に向き合っていきましょう。
1 月は厳しい寒さがまだまだ続きます。コロナ感染防止対策はもち

the works of George Rickey. Students are expected to be creative and

ろんですが，インフルエンザも流行する時期です。手洗い・うがい・

original in their thinking and explain how it connects to modern society.

マスク着用など予防対策をご家庭でもお声がけください。
今学期も子どもたちが充実した毎日を送ることができるよう，また

Finally, Y9s will continue with their graduation thesis, drafting and proof-

3 年生においては卒業までの日々が有意義なものとなるよう努めて参

reading their essays. Once that is completed, they will start their

ります。ご理解，ご協力を宜しくお願い致します。

PowerPoint design.
IEC コース主任 阿部 幾子
Welcome back, and let us finish strong!
Kind regards,
Calvin Lay

～ 文学研修旅行感想より ～
・私はこの研修旅行の事前学習で初めて中原中也について調べた。中也

★ IEC コース 1 月の予定について ★

は昔から自分の悲しみについて唄った詩を多く書いており、彼の作品を
読んだ人の中には「嫌悪感を感じる」など、あまりよい印象をもたれて
いない作家だと感じていた。しかし、中原中也記念館を訪れ、中也がど
のような人生をおくってきたのかを知ることで、作品と重ね合わせるこ

クラブ・補習時間 16 時 30 分～18 時
☆ 探求クラブ活動日

とができた。中也は初めてできた恋人も親友に奪われ、また愛する子供

13 日（水）・１5 日（金）・18 日（月）・20 日（水）・22 日（金）・25 日（月）・

二人も失って悲しみのどん底に落ちた。そんな哀しみを経験したからこ

27 日（水）

そ生まれた数々の名作は本当に深い思いがこめられていると感じた。

＊8 日（金），29 日（金）は行事の関係でクラブはありません。

（IEC8

O さん）

＊現在『クエストカップ2021』の全国大会（オンライン）出場の予選結果待

・萩市にある松陰神社では、神社の隣にある吉田松陰歴史館にも入ること

ちです。３学期のクラブはポスターセッション『ガッツ 2021』に向けての発

ができた。松陰についてはドラマや教科書にでてきたので少し知ってい

表準備をすすめていきます。

た。もし、彼の勉学への熱意がなければ明治維新がなかったかもしれない。
明治維新にかかわり、後世に名が知れている人々に影響を与えたのは彼の

☆ 補習

努力の結晶だと思う。残念ながら松陰が生きているうちは、教え子たちの

IEC9

活躍を目にすることができなかったが、伊藤博文をはじめとする偉人を世

＊1，2 年生の補習は２月の基礎学力テストが終わるまでは対策をし

に出すことができたのは松陰の偉業だと思う。私もいつか松陰のように誰

ますので，ご活用ください。

かに良い影響を与えることができる人になりたい。 （IEC8 A さん）

＊29 日（金）は高校入試事前準備のため補習はありません。

月・水・金
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