
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「1 年間どうぞよしなに。」新年度 学年教職員紹介 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進級おめでとうございます。早いもので，皆さんが開智日本橋学園に入学してから 3年，義務教育が終わりいよいよ 4年生(高校生)です。元号が変わる“令和”

元年に新たなスタートをきる皆さんにとって，忘れられない一年になること間違いなしです。ただし，時期的な記憶だけではなく，学園生活の充実度が最高!!!

と思える一年にしましょう。 

学年のテーマはもちろん「学びの共同体」です。皆さんが“本気”で“挑戦”することはもちろん必要ですが，皆さんの成長のために，大人である保護者の

皆様も教員も“共に学び続ける”必要があると考えています。躓いたり壁にぶつかることもあると思いますが，“共同体”として一緒に乗り越えていきましょう!!! 

学年教員一同，改めてよろしくお願いします。                                       学年主任 井田 貴之 

 

2組担任 国語科 髙橋 彩 先生              

 

1 年ぶりですね。また皆さんと過ごせるというご

縁を大切にしていきたいと思います。今年は中学時

にあれるぎぃ発症者（？）が大量においででした「古

典」を担当します。「苦手」「嫌い」「古い」の言葉

を飲み込み、ぜひ「あなや～」の一言で済ませて挑

みませう。よろしくね。 

3組担任 数学科 井田 貴之 先生              

4 年 3 組の担任となりました井田です。2 年ぶり

に AC 復帰!?となります。高校生となった皆さんに

期待することは，真の「主体性」です。自らの意志

で開智日本橋学園で学ぶことを決めた皆さんです。

自分がやりたいこと，自分がやるべきことを，全力

で楽しんでもらいたいと思います。井田はそんな皆

さんを全力でサポートしたいと考えています!!! 

楽しいこと盛りだくさんの充実した一年にしまし

ょう!!! 

4組担任 数学科 川瀨 瑛樹 先生              

 

4 年 4 組の担任になりました川瀨です。これまで

皆さんの授業を担当したことは無いのですが、勉強

でも行事でも自分たちで頑張れる生徒が多い学年だ

と聞いているので、とても楽しみにしています。高

校生になり、自分の進路等についても悩むことが多

くなると思いますが、精いっぱいサポートしていき

たいと思いますので、宜しくお願いします。 

5組担任 英語科 折田 明子 先生              

今年も 5 組の担任になりました。中学課程の 3 年

間では、2 期生がぐんぐん成長する姿に驚く毎日で

した。高校生になり、どんな新しい一面を見せても

らえるのか、今から楽しみです。7 限が段階的にな

くなったり、委員会組織が改変されたりと、新しい

ことに挑戦するには良い時ですね。何かアイディア

があれば、躊躇せず、行動に移しましょう。頑張っ

ている人には頑張っている人が寄ってくるもので

す。一緒に成長できる仲間を増やし、良い一年にし

ていきましょう。 

6組担任 英語科  グレイス・ピルグリム 先生              

Hello again… This year I’ll be able to meet 

all of you, so I’m a bit nervous, but I know it 

will be a good year. I was so impressed with 

your work and leadership last year, so I’m 

sure that now that you are high school 

students, you will do even better. Focus on 

improving the skills you have and developing 

the skills you need to succeed. Try out new 

things and continue to work on yourself.  

１年間よろしくお願いします～ 

7組担任 英語科 キャサリン・マカタンタン 先生              

Nice to meet you all! This year I’ll be teaching 

English to my class of IB students as well as to the 

5th grade students (both the IBDP stream and the 

Science stream), so I won’t have a chance to meet 

everyone in this grade. However, I taught some of 

you when you were in second grade, so I hope that 

some of you will remember me. I hope that when 

you see me in the school, you’ll say hi! I look 

forward to being with you all, and I hope we can 

have fun this year together. 

1組担任 体育科 畠山 真弘 先生              

 

4 年 1 組担任の畠山真弘です。2 期生の皆さん、高

校進級おめでとうございます。高校での 3 年間は皆さ

んにとって重要な 3 年間になります。自分の将来につ

いて本気で考え、色々なことに全力で取り組んでいっ

てほしいと思います。そのためには、まず「当たり前

の事が当たり前に出来る」様になりましょう。今年も

しつこく注意していきますね♡ 

1 年間宜しくお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●【今後の予定】                                                     

月日 曜日 予定 

4/6 土 始業式 

4/8 月 入学式 ☆家庭学習日☆                                        

4/9 火 対面式。学習オリエンテーション。校内実力テスト（国数英）。 

4/10 水 授業開始！！ 4/10～4/25 生徒面談期間。 

4/15 月 放課後特別講習・チューター開始 

4/19 金 クラブ紹介 

4/20 土 保護者全体会 

4/23 火 健康診断 

4/24 水 委員会優先日 

4/27 土 夏期短期留学説明会、制服採寸会 

4/28 日 ～5/6（火）連休 
 

 
 
 
 

副担任 国語科 シュレスタ 絵玲奈 先生              

 

皆さん初めまして。シュレスタ絵玲奈と申します。本

年度より開智日本橋学園で国語の授業を受け持つこと

になりました。学年の副担任として、そして授業担当と

して、皆さんと広く交流できることを大変嬉しく思いま

す。教師としてはまだまだ新米ではありますが、皆さん

の漲るパワーに負けないように、フレッシュな気持ちを

持って皆さんと一緒に学びを深めていけたらと意気込

んでおります。一年間よろしくお願いいたします。 

副担任 社会科 岩﨑 謙吾 先生              

 

皆さん初めまして。本年度より本校に着任しました、

岩﨑です。主に副担任と世界史の授業で皆さんと関わり

ます。高校生となり、より自らの将来を現実的に考えて

いかなくてはならないかと思いますが、今一度改めて

「社会に出て役に立つ」とはどういうことかを考えても

らえるような授業をしていきたいと考えています。とは

いえ私は開智日本橋学園「一年生」でもあるので、皆さ

んから多くのことを教えてもらうつもりです！一年間

よろしくお願いします！ 

副担任 社会科 岩田 賢 先生              

進級おめでとうございます。今年度から開智日本橋学

園で IB 社会科を担当します岩田です。授業やホームル

ームでは概ね英語中心の会話になるかと思いますが、英

語・日本語にかかわらず休み時間や放課後で私とすれ違

ったら気軽に声をかけてくれると嬉しいです。学校生活

というものは楽しいことも多い一方で、大変なこともあ

るかと思います。悩んだときは一人で抱え込まず私を含

め先生方に相談してみてください。どうぞよろしく！ 

副担任 理科科 佐久間 貴之 先生              

初めまして。新任の佐久間貴之 (たかし) と申しま

す。副担任として、また生物、化学の授業担当として

皆さんの学校生活に携わります。皆さんの柔軟なアイ

デアに刺激を受けつつ、楽しく考えを深める時間を共

有していけること、一緒に成長していけることを楽し

みにしています。1 年間、よろしくお願いします。 

 

 

※ 4/9（火）は午前中で終了予定です。 

この日から朝読書を開始します。 

8:10～8:20が朝読書の時間です。 

この時間に読む個人探究に関わる書籍を

1冊準備してください。 

 

なお、8:10 に着席していない場合、遅刻

扱いとなります。 

高校生からは遅刻、欠席は進級に強く影

響しますので自己管理を徹底しましょ

う！！ 

 

 


