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内田 喜巳男教諭 

4 期生の皆さん、お久しぶりです。新型コロナウィルス禍のため、

3 月から始まった自宅学習期間が、春休みを挟み5月まで続きます。

新聞、ニュースどれもがコロナ、コロナ…と心が沈んでしまうもの

ばかりです。そんな中、皆さんは 3 年生になりました。今は我慢が

強いられるキツい日々ですが、今春も咲き誇った桜花のように、コ

ロナ後に皆さんも思い思いの花を咲かせるために色々とプランを考

えておきましょう。そんな 153(2 名増えました！)の花々を楽しみ

にしています。 

 

弘瀬 謙太郎教諭 

はじめまして。今年度着任した弘瀬です。本当は直接伝えたいこ

とが沢山ありますが、今の社会の状況では難しいので、みなさんが

中学３年生に進級するにあたり私が大切にして、机に飾ってある言

葉を一つだけ送ります。「人生には自分だけじゃできないことがある。

分かち合い、支えあった方がずっといい。」 

支え合える人間関係を、心を一緒につくりましょう。みなさんと

直接教室で会えることを楽しみにしています。よろしくお願いしま

す。 

 

藤井 学教諭 

本年度もよろしくお願いします。不安定で先行きが見えません。

そんな情勢だからこそ皆には前向きに色々なことに取り組む「実り

ある」１年にしていきましょう。 

お互いがお互いを思いやれるように、そして協力できるように。

「Team4 期生」としてこの局面を乗り切ろう。そしていつか君たち

が成長して立派な大人になったとき、この出来事を笑い話に出来る

ように今は出来ることを全力で！！ 

 

宇田川 明美教諭 

今年度 4 期生の学年担当になりました宇田川です。 

2 年間週 1 回の授業で関わってきて・・・4 期生は「明るく、素直。

行動力のある学年!!」という印象です。みなさんと共有できる時間が

増えたこと、嬉しく思います。 

発達段階において、最も大切な時期です。健康第一で、現在できる

ことに全力を傾けて下さい。そのお手伝いができるように頑張りま

す。1 年間宜しくお願いします。 

 

梅津 静子教諭 

はじめまして、今年度からみなさんの学年の担当となりました梅

津静子です。私は IB 科目の「個人と社会」を担当しますが、今の世

界ほど、個人と社会のつながりを意識する機会はそう無いかもしれ

ません。2020 年度はたくさんのことを考える一年になりそうです

ね。とにかく今は健康第一で、お互い日々の生活を大切に過ごしま

しょうね。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

コルドバ・ジェシー教諭 

Welcome to the last year of junior high school! While it is a 

strange start to the new school year, let’s do our best to keep 

moving forward. We’ll be supporting you throughout this time, 

and we look forward to when we can be together again at 

school. There are plenty of new activities and adventures 

planned for this year, so let’s do our best to have a fun and 

productive year! 

 

奥木 夕子教諭 

今年度 4 期生の担当になりました奥木です。昨年度は英語の授業

を通して皆さんから溢れるパワー、多くの発見や感動を頂きました。

今年度は様々な学年活動にも関わらせていただきながら、中学最高

学年として一段と輝きを増していく皆さんの姿を間近で見られるこ

とをとても楽しみにしています。例年とは異なる新学期のスタート

ですが、お互いに飛躍の 1 年にしたいですね。The sky is the limit. 

You can do anything you want to do! どうぞよろしくお願い致

します。 

 

多羅尾 沙織教諭 

産休・育休から復帰し、4 期生の皆さんの成長をまた近くで応援で

きるようになりました。とても嬉しいです。私が主に担当するのは、

探究活動の支援です。皆さんが興味を持ったことを深めていける環

境を作りたいです。今年は、FW、そして 4 年次まで継続する長期間

の個人探究があります。もっと深く知りたい、解明してみたい、と思

えるテーマに出会う年になるとよいですね。探究のワクワクを一緒

に楽しみましょう！ 

 

シュレスタ 絵玲奈教諭 

4 期生のみなさん、ご進級おめでとうございます。国語科のシュレ

スタです。昨年度はあまり交流がなかったものですから、初めまし

てに近いとは思いますが、1 年間沢山の交流を通して一緒に学び合

う関係を築いていけたら嬉しいです。中学 3 年生、この時期に勉強

だったり趣味だったりで熱中したこと、夢中になったことが、今後

のみなさんの心の軸を作っていくと思います。実りある 1 年にしま

しょう。よろしくお願いします！ 

 

岡村 知美教諭 

 今年度から着任しました、国語科の岡村と申します。4 期生の皆

さん、はじめまして！外出もままならない状況ですが、皆さんが無

病息災であるよう祈っております。授業が始まったら、元気な顔を

ぜひ見せてくださいね。皆さんとの授業を楽しみにして、私もこの

荒波を乗り越えます。１年間、皆さんと共に楽しく実りのある時を

過ごしていきたいと思います。よろしくお願い致します。 

  

清 廉 恪 勤 
学年目標 

 

 保護者の皆様におかれましては、日頃、本校へのご協力とご理解とを賜りまして、厚く御礼申し上げます。今般、新型コロナウィル

スへの対応として、本校では当面５月６日まで自宅学習期間とさせて頂くことに致しました。お子様の心身の健康に最大限、留意しな

ければならない一方で、学習の機会の減少も大きな懸念となっております。そこで、裏面に記させて頂いたとおり、最低限の学習機会

の確保と自宅学習促進のため、オンライン授業を実施致します。今あるリソースを活用して、できる限りのことをさせて頂きたいと考

えておりますので、よろしくお願い致します。最後にはなりますが、お互いに十分に気をつけて乗り切りましょう！  内田 喜巳男 

学年主任より 



オンライン授業について 
 

 

１、目標 

 最低限進めておきたい知識習得の実施。 

→自宅学習するための教材の指定、宿題の提示、ペース配分を中心に行います。 

 

 生徒の自学自習の指示・ペースメーク、重要ポイントの説明を行います。 

 

 

 

２、授業の期間・日時・科目 

 期間は 4 月 13 日から 5 月 1 日の月曜日・火曜日・木曜日・金曜日の計 12 日 

 

 時間割 

    健康調査 9:30…授業のある日はクラスの Classroom の Google Form から回答する。 

SHR   9:45~10:00（クラスごと） 

    1 時間目 数学：10:10~10:55 

    2 時間目 英語：11:05~11:50 

    3 時間目 国語：12:00~12:45 

 

 

 

３、授業の進め方 

 自宅にある PC で主に、Google Classroom と Google Meet を使います。 

また、上記が活用できない状態に陥った時にはベネッセコーポレーション「Classi(クラッシー)」を使う可能性があります。 

Classi の使い方は、改めて学年の Classroom で伝えます。 

 

 Google Classroom について 

    今回の自宅学習のために、5 つの Classroom を使います。必ずすべてに参加してください。 

そして少なくとも一日一回はすべての Classroom を確認してください。 

    ⑴3 学年の Classroom 

→学年全体の連絡事項を伝えるためのものです。今後の予定や、予定の変更など全般的な連絡に使います。 

    ⑵クラスの Classroom 

→クラスに関わる連絡事項を伝えるためのものです。 

    ⑶英語、⑷数学、⑸国語 それぞれの Classroom 

→オンライン授業の課題の伝達や動画の配信のためのものです。 

 

 SHR：皆さんの出欠や健康状態を確認するために授業実施日に行います。 

クラスの Classroom で進め方を確認してください。Google Meet を使用します。 

 英語：Google Classroom と Google Meet を使用します。 

   教材は 主に New Treasure English Series Stage ２ で、文法をメインに進めていきます。 

教科書とメモを取るためのノート、文法問題集、筆記用具を用意してください。詳細は初回に説明します。 

 数学：GoogleClassroom で動画（数学の授業）を配信します。 

その動画を見ながら勉強し、その後課題を解いてください。詳しい手順は、第 1 回の動画で説明します。 

 国語：Google Classroom と Google Meet を使用します。 

   教材は教科書と基礎の学習、そしてプリントです。ノート、筆記用具を用意してください。詳細は初回に説明します。 

 


