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 開智日本橋学園中学校 第１学年 
 

 
 174 名（男子 73 名 女子 101 名）のみなさん、ご入学おめでとうございます。 
今年の 4 月は、生徒とご家族の皆さま、そして私たち教員にと
っても、今までに経験したことのないスタートとなりました。
生徒の皆さんは、何より健康面を第一に考え、その中で、一人
一人が、何が大切かを主体的に考え、行動していきましょう。 
 このような時だからこそ、学校と生徒・保護者の皆さまの信
頼関係を培っていきたいと思います。学校が再開してからの 6
年間が素晴らしいものとなるように、私たちは応援し続けてい
きます！ 
 

《中１の学年目標》 

  

ー STEP  BY  STEP !  一歩一歩！ ー 
 

 

《学年担当の先生方から新中１生へのメッセージ》  
 

１組担任・学年主任 

 

石戸
い し ど

 達則
たつのり

（社会科） 

中学入試を粘り強く乗り越え、本校に入学した皆さんを心から

歓迎します。風雪に耐えた梅は美しく花を咲かせます。今日か

ら新しいスタートです。母校となる本校で皆さん一人一人の花

を咲かせてください。 

２組 担任 

 

高岡
たかおか

 祥子
しょうこ

（家庭科） 

みなさんを開智日本橋学園にお迎えすることできたことを大変

うれしく思っています。いよいよ中学校生活の始まりですね。

このような社会情勢ではありますが、こういった状況であるか

らこそ、成長・チャレンジのチャンスととらえ、前向きに頑張

っていきましょう。私も全力でサポートしていきます。どうぞ

よろしくお願いします。 

３組 担任 

 

赤羽
あかばね

 香
か

純
すみ

（国語科） 

ご入学おめでとうございます。これからのみなさんと共に過ご

す日々を思うと、今から胸が高鳴ります。ついに始まった中高

６年間の学生生活は、きっと想像よりもずっと早く過ぎていき

ます。１日１日を大切にし、実り多き６年間になるよう、一緒

に成長していきましょう！ 

4組 担任・学年副主任 

 

松田
ま つ だ

 章
あき

正
まさ

（英語科） 

御入学おめでとうございます。本校で皆さんと共に日々学び続

けられることを大変嬉しく思っています。時代と共に変化する

ことがある一方で時代に関係なく普遍的なことがあります。そ

の２つの面を大切にして有意義な学校生活を送っていきましょ

う。何事にもチャレンジをして、皆さんがさらに飛翔すること

を期待しています。 



５組 担任 

 

上條
かみじょう

 友
とも

世
よ

 

 （英語科）      

Hello, everyone. I am so grateful to be a member of the Grade 1 
family. I am aiming to develop a culture where you can feel safe 
like at home in this Gakunen. So, let’s open a new page in your 
life together and challenge ourselves. Be creative!  
Stay positive and stay connected to the internet. 

一緒に step by step で成長していきましょう！ 

6 組担任 

ウルフ 

  ・ジェイソン 
(技術科・デザイン・図書) 

Welcome to KNG! This is going to be a very different year for 

you and everyone around the world. I think we will get some 

very good stories for the future. Until then, let’s stay safe, be 

smart with technology, and do something new every day. 

副担任 

アンドレアノ 

 ・ジョナサン 
(社会科・英語科・情報科) 

Congratulations on entering KNG! I hope you are excited for an 

incredible year filled with new experiences and new challenges. 

Let’s try our best to grow together a little bit each and every day! 

副担任 

 

渡邉
わたなべ

 崚
りょう

（理科 科） 

ご入学おめでとうございます！これから始まる中学校生活をよ

り良い、充実したものにするためにも色々な事にチャレンジし

ていってください。共に学んでいきましょう。皆さんと授業が

できる日を楽しみにしています！ 

副担任 

 

大留
おおとめ

 立慈
りょうじ

（数学科）      

ご入学おめでとうございます。待ちに待った中学生活、期待と

不安で皆さんの胸はいっぱいだと思います。学校生活はおもし

ろいことも、大変なことも色々ありますが、それらを含めて一

緒に楽しんでいきましょう！ 

  

《今後の予定》  
 国・自治体の指示や、お子様の安全面を考慮した上で、変更の可能性があります。変更点

や詳細につきましては、メール・HPもしくは、学校再開後に連絡いたします。 

 

１．明日 4 月 8日（水）より 5月 6 日（水）までを自宅学習期間といたします。 

２．4 月 13 日（月）より、ネット配信の授業を行います。最初の 1 週間はネット授業を

受けるにあたりグーグルを使うことになれるための活動を想定しております。詳しくは各

クラスのグーグルクラスルームを必ずご確認ください。学年からの HR 課題、教科につい

ては英語・国語・数学の３教科について、取り組んでいただきます。詳細は次のページを

ご確認ください。なお 3 科についての学習内容は、1 学期中間試験の範囲にも含まれま

すので、真剣に授業に取り組んでください。 

３．1学期中間試験を 5 月 28日（木）～5月 30 日（土）の期間に実施します。 

４．4月 20 日（月）～28日（火）の期間に学年ごとに 1日、登校日を設けます。日時に

ついては、後日連絡いたします。（中止となりました） 

５．１学期の授業は、5 月 7日（木）より 8月 1 日（木）とします。 
 

  



《ネット配信授業について》  
 中学 1 年では、4 月 13 日（月）からのネットでの授業に慣れていただくこと、また、

生徒の皆さんの自己紹介の要素も踏まえ、学年課題を作成しました。 

 この課題は、教員とのやり取りを通じ、最終的に Google classroom 上に公開いたしま

す。深く考える習慣をつけるためのものであると同時に、学校再開後に、友人との関係が円

滑に進む一助となることを目的としたものです。以下をご確認の上、提出いただきたくお願

い申し上げます。 
１．課 題（生徒の皆さんへ） 

 「自分の好きなものを探して紹介しよう！」 

 Find your favorite thing and introduce yourself！ 

＊絵画、映像、写真、本、音楽、その他、趣味に関することなど自由に選んで紹介してみよう。 

＊皆さんがそれぞれ選んだ作品を通じて学校再開後に交流を深められるものにしよう。 

＊題材を決定後、教員がコメントを加え、更に深く考えた上で、Google classroom上 

 で公開します。 

＊暴力的な内容、人を不快にさせるような内容を選ぶことは禁止とします。 

 

２．ご注意いただきたいこと（保護者の皆様へ） 

（１）ネット利用の問題について 

 昨今、SNS による不用意な言動や写真掲載をきっかけに、いじめや中高生が犯罪に巻き

込まれるような事案が大きな問題となっております。今回の課題は、お子様の自由な発想と

表現力を育むためものではありますが、ネットを通じて題材を選択するお子様も多くいると

思われます。その際には、他者を不快な思いをするような内容、非合法な内容については、

保護者の皆さまにも注意深く見守って頂きたくお願い申し上げます。私たち教員もお子様が

選ばれた題材について、コメントを通じて見守ってまいります。 

 また、この機会に、ネット上のモラルに関する資料や映像（無料）などもご確認いただき、

保護者の皆様もお子様と一緒にネット上のトラブル等について考える機会としていただけれ

ば幸いです。 

【例】NTT docomo スマホ・ケータイ安全教室HP 

https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/csr/safety/educational/ 

＊大人向け、中高生向けのスライドや、再現ドラマ映像教材があります。親子で学ぶ場

にもなりますので、ご活用いただければ幸いです。 

（２）お子様の生活リズムと学習の管理について 

 登校できない日々が続くことで、昼夜逆転など生活リズムが狂うことも予想されます。学校

再開時にスムーズに学校生活を始められるよう御協力ください。また、ネット配信による授業

と合わせ5月下旬には中間試験も予定しております。2ページを合わせてご確認ください。 

 

《保護者の皆様へ》 
 
＊未曽有の状況の中での新学期となります。学校再開に向けての御連絡は、スクールメール
等を利用して、生徒、保護者の皆様に適宜お知らせいたします。 

＊新型コロナウイルスによる感染が都内で拡大しております。自宅学習期間中に、お子様も
しくはご家族の皆様に体調不良の方が出た場合、その他のご相談・ご連絡が必要な場合は、
以下のアドレスまで、メールにて御連絡ください。なお、このアドレスは学校再開後の遅
刻・欠席の際にもご利用いただきます。詳細は別紙をご確認ください。 

中学 1年専用アドレス：kngclass6＠kng.ed.jp 
＊本日、教科書・副教材と合わせて、御連絡のプリント各種を封筒に入れてお配りしました。
必ずご確認ください。 

https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/csr/safety/educational/

