
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在の首都圏における新型コロナウイルス感染拡大の状況から，自宅学習期間を 5月末日まで延長し，その間オンラインにおける授業を継続すること

になりました。なお，今後の状況によって，自宅学習期間の変更が行われる場合があります。また，可能な状況になったら，自宅学習期間中に登校日を

設けることも検討しております。詳細につきましては保護者 HP に文書を掲載しておりますので，そちらをご覧ください。 

 なお，オンライン授業の時間割が 5月 7日より変更されております。2期生のオンライン授業時間割は保護者 HP と 2期生クラスルームに掲載しており

ますのでご確認ください。 

 

 

 3 月以降休校期間が続き、かなり長い時間を家で過ごしていると思います。そこで、「おうちでの過ごし方」をテーマに、皆さんのお家での様子を紹介し

ます。記事を書いて下さった生徒の皆さん，先生方ご協力ありがとうございました。紙面の都合上，一部の生徒・先生の記事を掲載しました。自宅学習期

間はもう少し続きますので，皆さんもぜひ参考にしてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 学年だより 
開智日本橋学園高等学校 令和 2年 5月 11日発行 

学校の再開が延期となり，まだまだオンライン授業が続くことになりますが，皆さんはここまでどれだけ充実した生活をできまし

たか? あちこちで最近私が口にしていることは，「自分で変えられないことは悩まない。今できることを全力でやる!!!」です。勉強

の仕方も遊び方も楽しみ方も，この状況によって大きな変化が起きていますね。どうせなら，その変化を皆で楽しみましょう!!! 

Chromebook を持っている皆さんは，Classroom だけではなく，Google Meet などを利用したオンライン授業，Web会議や面談

などの PC の活用もその一つです。きっとまだまだ新しい取り組みはたくさんあるはずですよ。  

歴史的にも，困難を乗り越えるときに新たなアイディアが生まれたり，新しい技術が開発されたりするものです。皆さんが社会人

となるころには，今の常識など通用しないかも知れませんね。そんな時代を生き抜いていくためには，変化を楽しむことはもちろん

ですが，的確な対応をするための基礎知識や想像力，判断力を身につけておくことが必要でしょう。また正しい情報の見極めやそり

意味を正確に理解することも必要です。結果的には，日ごろから学校生活でも言われていることに落ち着きますね。日々の生活での

意識が大切です。こんな特別な期間を経て，皆さんと通常の学校生活が再開されたときには…皆さんがどれたけ成長できているだろ

うかと考えると，ワクワクが止まりません。今年度の学年テーマも「すべてをやりきる! 意識を変える!」です。学校再開後に，学年

全員が，健康でさらに成長して会えることを楽しみにしています!!!                         

学年主任 井田 貴之 

◆「おうち時間の過ごし方」 

◆5/7 以降のオンライン授業について 

〜私のおうち時間〜 

☆一日一つおかしづくり 

毎日一つお菓子づくりをしています。ドーナッツ、シフォンケーキ、クッキー、チーズケーキなどなどこれまで沢山のお菓子を作ってきました。この一ヶ月間でお菓子づくりの知識が増えまし

た。（笑）作ったおやつは家族に配っています。家族は私のお菓子を楽しみにしてくれていて、沢山私のおかしを褒めてくれるので、作っていて心地がよいです。 

☆動画づくり 

お菓子作りの工程を動画にして、いいかんじに編集して、アップしています。 

☆運動 

おうちからでれなくて、運動量が減ったので、おうちでできる筋トレ、ストレッチをしています。あと、水を毎日 2L以上飲むようにしています。水を沢山飲むといいらしい！ 

☆映画鑑賞 

世界史選択なので世界史の勉強ができるような映画をみています。映画を見たあとはノートに感想や、みごころを自分なりに書いたり、その映画の主人公の写真を貼ったりして、楽しんで

います。映画が大好きです！一日に一個はみています。 

☆自分をみつめなおす 

昔の動画を見たり、日記を見たり、など昔の自分を振り返ってみたり、また、私は何をしたいのか、どういう仕事をしたいのかなど、今後の自分について考えてノートにまとめたりしています。

おうちに沢山いるこんな状況だからこそ、普段あまりできない自分をみつめなおすことをしようと思っています。 

☆発音練習 

私は英語の発音をうまくできなく、苦手意識があるので、この期間に苦手意識をなくそうと思い、発音練習をしています。また滑舌もとってもわるいので、日本語の発音練習もしています

（笑）滑舌良くなりたい！ 

2 組 大久保佑南 

私は「今できること・自分にできること」を考えて実行することを心がけて、おうち

時間を過ごしています。料理・勉強・DIY・ライブ鑑賞・掃除・ゲーム・絵・工作・音

楽・運動・裁縫…など、自分がやりたいこと、やるべきことをピックアップし、出来

たものや成し遂げたことを文字や形として残すことで達成感を味わっています。実

際に、絵を書いたり何か作業をしているところをカメラのタイムラプス機能を使って

録画し、記録しています。その記録を振り返ったときに、この期間は決して無駄で

はなく、自分の成長へと繋げられた期間だったと思えるように、日々を充実させて

います！                              ５組 東海林杏見 

通勤時間がゼロですから，その時間を利用して…やっぱり 1～2 時間程度走

ってます(笑)。もちろん Buff(マスク代わり)をして，人気のない道を一人で黙々と…

(-_-;)。また，セットでラジオ体操と縄跳びがマイブーム。だれか私と二重跳びの

記録を競争しましょう! 挑戦者を待つ! 

朝に身体を動かすと，すっきりアタマも起きて，万全の状態で皆さんと会うこと

ができますし，授業も仕事もモリモリ進みます!!! 夕方には，ずっと座りっぱなしだっ

た身体のコリをほぐす気持ち良さも感じられます!! 皆さんも，ココロとカラダのバラ

ンスを整えながら過ごしていきしょう!!!                 井田貴之先生 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近は、長期休日というものが嫌いになりつつあります。朝起きて、家で勉強

をして飯食って遊んで、寝てと言うプログラムのような生活習慣で何日も家にいる

と、外にいることがどれだけありがたいかがよくわかります。平日は学校に眠いとぼ

やきながら向かい、授業を乗り切ったら家に帰ってゆっくり過ごす。そういう辛い毎

日があるからこそ家で過ごす時間には高い価値というものが生まれるのだと思い

知りました。経済用語でこの状況を言うならば、円安ドル高ならぬ家安外高で

す。                                  １組 中村祐成 

夏休みなどとは違う、長期の休みをどう過ごそうかとても悩みましたが、外には

出られないので、家で自分ができる最大限のことをやろうと思い、色々なことに

取り組みました。まず、勉強面に関しては、自分の得意な英語だけガッツリやりま

した。普段、長文読解などの問題は授業で取り組んでいますが、なかなか基礎

の復習までする時間がなかったので、基礎反復を徹底的に勉強しました。また、

普段観ない映画や、読まない本を読む時間や、それに対して考える時間もたくさ

んあったので、自分が普段やらないこともやってみました。 

元々自己管理か苦手なので、ダラダラしてしまうかなと不安でしたが、案外有

意義に過ごせたかと思います。                   1組 小山花観 

 休校期間はそれなりに過ごしていますが、メリハリがなさすぎてご飯を食べてい

る時の記憶しか残っていません。 

 朝ご飯はパン派でしょうか。私は白米派です。パンも美味しいですし好きです

が、家のトースターが燃えたのが衝撃的だったのでこの休校期間はまだ朝にパン

は食べていません。正直何もなくても白米は食べれますが、付け合わせがあると

より美味しいですね。休校期間に温泉卵が大量にやって来たので嬉々として連

日卵かけご飯にして食べていました。美味しかった。 

 そんな感じでご飯を楽しんで休校期間を過ごしています。  2 組 本田倫恵 

基本的に暇な時間が多いので、地政学や経済、金融の本を読んだり、私が

所属している団体で他校の学生と一緒に ZOOM（テレビ会議）を使ってオンライン

で模擬国連をしました。他には FACEBOOK 経由でオンラインのイベントにも誘っても

らい、英語で SDGsについて討論したりしました。          ３組 島村海里 

僕はこの休み中にたくさんの新しいことを始めました。その中の一つに麻雀があ

ります。ただトランプに飽きてきたので始めたのですが、とても面白くてインターネット

でほぼ毎日遊んでます。しかし、少し困ったことが起きてしまいました。ある日、数

学の問題を解いていると、トランプの問題が出てきたのです。通常トランプは、ジョ

ーカーを除き、四つの絵柄に各 13 枚ずつ、つまり同じカードは二枚以上入って

いません。しかし、麻雀の場合は同じ牌(カードみたいなもの)が基本 4 つ入って

いるのです。私はその違いをすっかり忘れ、トランプの問題なのに、ダイヤの A が

4 枚入っていると勘違いし、計算を間違えてしまったのです。どうか皆さんはこのよ

うな間違いをしないように気を付けてください。           3 組 高橋一彰 

最近は弟との戦いが増えていて、毎日顔に弟の爪の跡が増えていきますが、

外に出なくていいので許せます。                ４組 ビシュニャ咲衣 

休校期間中の昼ごはんは、週３で郷土料理でした。母が、47 都道府県の郷

土料理を作るとがんばっていました。どの県もおいしかったです。（作った郷土料

理は母のインスタにのっています）母がいない日は自分で卵を食べていました。

自分で作って一番 JK ぽかったのはフレンチトーストサンドとラピュタパンで、一番

地味だったのは炒めた玉葱と人参にケチャップかけたやつです。ちなみに私はケ

チャップが好きです。チキンライスは苦手です。土日は高確率でチャーハンでし

た。                                  4 組 小泉百花 

私の朝のルーティーンをご紹介いたします。毎日基本 8 時半に起床し、洗顔・

髪の毛を整えたら、朝のストレッチを 5 分間行い、体を目覚めさせます。その後、

近くの山を約 10 分で上って下り、血流をよくし、筋肉をほぐしたら、朝食を食べま

す。だいたいそれで 9時 20分くらいです。その後部屋の掃除機をかけ、着替え、

ヘアセットを行い、9 時 40 分くらいに準備が整います。そして 9 時 45 分から SHR

に参加しています。                          ５組 末廣奈桜 

こう書き出してみると、意外と朝、色々やっていることがわかりますね。(笑） 

自分は自宅で凧揚げ仲間とオンライン凧揚げをして過ごしています。凧揚げは

暗い自粛ムードの中でも自分を勇気づけてくれる最高の遊びです。しかし、どの

凧も 2,3 メートルあたりまで昇るとそこで止まってしまいます。凧の型を変えたり、風

向きを検討したりしているのに、どうしてもそれ以上高く上がりません。一体何が悪

いのでしょうか？                             5 組 中家祭 

私はこの休校の２ヶ月間、料理をしたりベジタリアンやビーガンの方へ向けた新

しいレシピを考えていました。Young Americans がきっかけでホストファミリーをやるよう

になってから海外の方でも食べれるメニューを考えるようになり色々作っていまし

た。しかしベジタリアンやビーガンの方へ向けたメニューは大変で今までやってこ

なかったので、この機会にと思い、考えました。          ６組 野村彩羽 

SNS でトイレットペーパーを使ってリフティングをする投稿を見て、「かっこいい」と

思いましたが、私にはできないので手軽にできそうな一人バドミントンを始めまし

た。一人バドミントンとは紐でシャトルとラケットを結び、ラケットを振って何回シャトル

を打ち返せるかというものです。未だに１０回も行かず苦戦をしていますが、このお

うち時間の間に２０回は超えるように極めるつもりです。      ６組 菊池百香 

私は特に何か工夫をして過ごしているわけではありません。皆さんはこの機会に

料理や音楽などの新しい趣味を始めたり、積極的に有酸素運動を始めてみた

り、友達とオンライン飲み会をしたり、中には休校期間が終わるまでに腹筋を割っ

てやるぞと目標を立てるなどして少しでもこのおうち生活を楽しく過ごせるように工夫

をしていると思います。しかし、周りがおうち生活を楽しんでいるのを見て自分も何

か工夫をして楽しまなければと焦る必要はありません。これは刺激のない生活を

楽しめる良い機会です。これを機に一回ゆったりお茶を飲んで自分を見つめ直し

てはいかかでしょうか。🍵                      ７組 古原亮雅 

IBDP クラスの CAS 活動の為に HTML と CSS を用いたサイト制作に励んでいま

す。コロナウィルスの影響でオンラインの教育素材や 3 ヶ月間無料で使えるソフト

も多くなったので、今の時期ならではのできることを探しています。休校期間は新

しいものに挑戦したり、学校が無い代わりに家で勉強できる習慣を身につけて行

きたいと思っています。                        7 組 川原太陽 

あまり最近は自分の研究ができていなかったので、色々な論文を読んだり、新

しいテーマを探したりしています。言語学という学問は場所を選ばず一人でできる

ので、おうちで何か打ち込むにはもってこいかもしれません。 

また、村上春樹の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』を読み直しまし

た。これで５回目くらいですね。やはり、彼の独特な比喩表現が好きです。「高速

道路のチケットくらいの大きさのレタスの葉。」             山野瞭先生 

私は 3 月・4 月の 2 ヶ月間に 250 冊以上の本を読み、その全てを写本して、

以前から手をつけずにいた日本初の近代的国語辞典「言海」も解読し終えた。

しかし家族には「いかれてる」と散々に言われ、飼い猫にまで愛想尽かされた。ど

うしてもシャッポを脱ぐところが見たい。そう思って何か一芸披露したく、現在のとこ

ろ模索中です。                            1組 焼山美羽 

私はこの連休中、自宅で出来る趣味としてプラモデルに挑戦してみました。

1/200 スケールの旅客機の模型をテーマに、毎日少しずつ進めていました。プラ

モデルというと、ガンダムの様な戦闘系のキットが主流ですが、今回製作した旅

客機はかなりマイナーなゆえ胴体の組み立てや塗り分ける箇所も多く、かなり難

易度が高いように思いました。具体的に、黒色で塗装する場所も、タイヤとエン

ジンでは別の塗料を使う必要があり、とにかく実機を検証する作業が大変でし

た。プラモデルを製作したのは小学生以来だったので、改めて自分で作る魅力、

完成した時の達成感が新鮮でした。                5 組 川嵜一貴 

家での時間の過ごし方と言っても、大したことはしていない。仕事をしているか、

食事しているか、寝ているか、クマのぬいぐるみと日向ぼっこをしているかである。 

こんな感じであるが、「小人閑居して不善をなす」とはよく言ったもので、ふとした

私の好奇心から「寝耳に水」とは本当に有効なのかを試してみるに至った。寝て

いる妻の耳に一滴水をポトリと垂らしてみただけであるが、効果てきめんで、彼女

はすぐに飛び起きた。こうして、「寝耳に水」は実証されたわけだが、私が怒られた

ことは言うまでもないのであった。                  福井智広先生 

家にいるとどうしても運動不足になりがちです。しかし、だからといって外にジョギ

ングなり散歩しようと思ってもマスクをしなければならなかったり、感染のリスクは少

なからずあるため、あまり外に出ることは憚れます。そこで、殆ど骨董品になりかけ

ていた Wii（任天堂の家庭用ゲーム機） を倉庫から引っ張り出してヨガや筋トレ、

ジョギングなんかも家の中で実践していました。また、部活の自主練（テニス部所

属）なんかも Wiiでフォーム確認などに活用していました笑。   5組 飯泉慧大 


