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開智日本橋学園中学校６期生 

《学年主任挨拶》 

◇今だからこそ得られるもの 

 お子様にとって未曽有の中学校生活のスタートの中、保護者の皆様におかれましては、本校

の教育活動にご理解、ご協力いただき、深く感謝申し上げます。 

 分散登校から、通常の登校へ…短期間ではありますが、通常の学校生活を取り戻しつつあり

ましたが、ここから約 1 か月の夏季休業期間へと入ることになります。今年の 8 月は、新型コ

ロナの影響を受け、お子様だけでなく保護者の皆様、また私たち教職員一同にとってもかつて

経験したことのない夏季休業期間となります。 

 やや、大きな話になることをお許しいただきたいのですが、人類の営みの中で「伝染病」は

常に人々の身体と心に大きな痛みもたらしてきました。黒死病と呼ばれたペスト、白い病と呼

ばれたコレラ、天然痘…。私の些末な教員生活の中でも日本の指定学校伝染病の中に「エボラ

出血熱」が加わった時には、世界が小さくなったことを思い知りました。 

 このような非常時に今、中学生に意識してもらいたいことは、他ならぬ「命」の問題です。

身近な命はもちろんのこと、遠く離れた異国の地で苦しむ人々の命、病だけではなく、過去に

失われた多くの命にも思いをはせ、自身が今、何をすべきなのか。何ができるのかを考える機

会にしていただきたいのです。辛く悲しいこの経験こそ、今を生きる中学生にとって自身の未

来へ財産になると信じてやみません。 

生徒の皆さん、ご家族、ご友人、全ての皆様の健康を心から願いつつ、9 月に生徒の皆さんと

再会できることを心から願っております。 

学年主任 石戸達則 

 

《夏期講習のお知らせ》  
新型コロナの都内での感染者数の増加とお子様への感染防止を考え、夏期講習はオンライン

での実施に変更させていただきました。講習直前の判断となりました。ご理解、ご協力いただ

きたくお願い申し上げます。 

 

①実施日 

8/4～8/8、8/24～8/28 の計 10日間です。 

②クラス分け 

LC クラスは各教科習熟度別でクラス分けをいたします。 

後日、生徒さんには受講する講座のクラスルームから招待が送られますのでご参加ください。 

DLC,GLC クラスはクラス分けせず行います。 

こちらも受講する講座のクラスルームから招待が送られますのでご参加ください。 

②時間割 

SHR はございません。担当教員の都合上クラスによって講座の開始時限が変わっております。

右図をよくご確認ください。 

受講する講座の開始時刻に余裕をもって参加できるようにしていてください。 

STEP BY STEP！ 



 

《成績表について》 
 

保護者の方へ：本日お子様には成績通知表と成績個票をお配りしました。本校の通知表には

「保護者通知欄」があります。保護者の皆様にそちらをご一筆いただいた上、２学期始業式の

日にお子様に提出していただくようよろしくお願いいたします。（成績個票についている「保

護者記入欄」をご提出いただく必要はございません） 

生徒の皆さんへ：試験の結果や成績は、自分のできること・できないことを確認し、そこから

次につなげるためにあります。成績を見て一喜一憂するのではなく、自分に必要なことをよく

考え、今後の勉強の励みにしてください。 

 

《今後の予定》  
8/4～8/8・8/24～8/28 夏期講習 

9/1(火) 始業式・避難訓練・スペリングコンテスト（1～5組） 

始業式は通常どおり 8:10 に登校です。式典の服装で来てください。式典の服装は、

白シャツ、男子:ネクタイ、女子：リボンです。 (※ ポロシャツ不可です) 

避難訓練も実施予定です。 

保護者の方へ：通知表の保護者通信欄にご一筆の上、本⼈に持参させてください。 

9/5(土) IB保護者会 

9/9(木) 学力推移調査 

 

※9 月に予定されていた磯の FW は延期となりました。 

※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。変更の際に

はメール・HP にてご連絡いたしますので、そちらのご確認も併せてよろしくお願い申し上げま

す。 

 
１・２組 ３・４組 １－５ １－６ 

1 限 

8:40～9:30 

  
数学 A 

大留先生  

数学 B 

佐々木先生 

 
国語 

赤羽先生 

2 限 

9:40～10:30 
英語 標準 

上條先生 

英語 基礎 

松田先生 

国語 A 

赤羽先生  

国語 B 

友利先生 

数学 

大留先生 

数学 

佐々木先生 

3 限 

10:40～11:30 
数学 A 

大留先生 

数学 B 

佐々木先生 

英語 標準 

上條先生 

英語 基礎 

松田先生 

国語 

赤羽先生 

英語 GLC 

井上先生 

ピルグリム先生 

4 限 

11:40～12:30 
国語 A 

赤羽先生 

国語 B 

友利先生  

  
英語 DLC 

上條先生 

 

学校閉鎖期間 
8/9(日)〜8/16(⽇) 

上記期間、教職員は出勤してお 
りません。※右記のメールアド

レスはご利⽤できます。 

緊急連絡先 
夏休み期間中、ご家庭から学

校へのご連絡がある場合に

は、以下のアドレスにメール

をお送りください。 
kngclass6@kng.ed.jp 

学力推移調査 
９月９日に国語・数学・英語

の３科の模試を行います。 1
学期の復習と夏の課題に真剣

に取り組んで、対策しましょ

う。 



《夏休みの課題》 
 LCクラス IBクラス 

英語 【LCのみ】 

①ニュートレジャー教科書 Lesson1から５

までの全ての本文・キーポイントの和訳ノ

ートを次の要領で作成すること。 

⇒1. ノート見開き左に英語本文、右側に和

訳を記入すること。 

2. 当然ながら全て手書きで行うこと（手

で書くことにより、英語のリズムを体感

し、かつ自分で考えて和訳も記入すること

で日本語力も培うことが狙いです。配布済

の訳例の丸写しはしないこと。力がつきま

せん。） 

【LC・DLC向け】 

②8 月 1日配布の英単語冊子（555語）を範

囲としたスペリングコンテストを 2学期始

業式に実施します。夏休みに手で書いて、

１つでも多くの単語を覚えましょう。単語

力が英語力です。 

DLC ⇒【7 summer projects!】(see the 

booklet) 

Duolingo / DMM or 個人課題 / English 

song review (Classroom) /  

Summer diary ×3 days / Write a letter 

for your Inidan buddy/  

Practice for vocab tests / Explain your 

summer challenge (3 min) 

 

GLC ⇒ Read at least one English book 

over the summer. You can read a book 

from the list on Classroom or a 

different book of your choosing. Please 

write a one to two paragraph summary of 

the story, as well as about one 

paragraph explaining which learner 

profile trait matches the main 

character. We will share the books that 

we read in class when we come back in 

September. 

数学 ①開智プリント:代数 演習 １～26   

幾何 演習 １～13 
※予習プリントと授業で提出したものは除く 

②「数学をテーマにした本を読もう」 

提出日：9月 1日 

LC クラスの課題に加え、IB レポートがあり

ます。配布されたプリントをよく読み、課

題に取り組んでください。こちらも提出期

限は９月１日です。 

国語 ①税の作文 ②ワタシの一行大賞 ③お気に入りの１冊をあなたへ 

どの課題も、本を読んだり調べたりして、自分の考えたことを表現するというものです。

言語化するという行為は簡単ではありませんが、ぜひじっくりと取り組んでみてくださ

い。課題提出はすべて始業式（９/1）です。 

理科 自由研究（LCは平常点，IBは基準 D：理科１と理科２のコラボ課題） 

A3ポスター1枚以上に物理・化学・生物・地学分野から１つテーマを選び、探究し、ポス

ターを作る。課題内容は自由、その課題を選んだ理由（なぜこの課題を選んだのか）、調

べて分かったこと、調べて考えた自分の意見などをまとめる。 

2学期最初の授業で発表(発表時間 1人 3分）課題プリント、ルーブリックは終業式に配

布。 

社会 映画「世界の果ての通学路」に登場した主

人公たちの 4か国について調べよう。 

詳細は、地理【LC クラス】の classroom に

掲示 

①International Cooking Project 

自分にとって未知の国の料理を作り、その

報告を作成しましょう！新しい世界を開拓

する機会としてください。※報告の紙は配

布します。提出は最初の授業でいたしま

す。 

②世界地図を頭にいれよう！配布した世界

地図の冊子を使って世界地図マスターにな

りましょう。 



 【美術】自分の名前入り看板 

配布されたプリントをよく読み、課題に取

り組んでください。提出は夏休み明け最初

の授業です。 

【Art】Oxford Big Read Project 

 

《夏休みの過ごし方》 
【生活】 

１.まずは「早寝早起き！」が基本です。 

登校期間中の生活リズムを崩さずに 1 日を過

ごしましょう。特に夜更かしは禁物です！夏休

みこそ自己管理力を磨く最適の期間です。 

２.新型コロナに十分注意を！ 

中学受験を終え、本来ならば開橋祭に向け、

個人探究を行う夏休みなのですが…。今年は例

外的な夏休みにならざるを得ません。外出する

際には、極力人ごみを避け、引き続き感染予防

に努めてください。自分だけでなく他者の

「命」に関わる問題であることを決して忘れな

いでください。 

3.インターネットと上手に付き合いましょう！ 

友人となかなか対面では会いにくいこともあ

り、今年の夏は SNS やゲームなどでインターネ

ットを利用する機会も多いかと思います。しか

し使用法を一歩間違えると大きなトラブルの原

因ともなります。利用法や利用時間を今一度確

認し、上手くインターネットを活用していきま

しょう。 

【学習】 

１．課題は計画的に！ 

8 月 1 日に終業式･･･。更にオンライン講習期

間も考えると、今年の夏休みは決して長くはあ

りません。夏期課題は計画的にこなしましょ

う。 

ちなみに学習は、「何をやるか」ではなく、「ど

のようにやるか」が大切です。夏休みが終わる

間際にバタバタとこなす形だけの学習にならな

いように注意をしてください。 

２．1学期の復習をしっかりと！ 

オンライン授業から分散登校、そして通常登

校へ…。1 学期の学期末考査を見る限り…学習

の場の目まぐるしい変更で落ち着いて学習に取

り組むことができなかった皆さんも多いのでな

いでしょうか。1 学期に取りこぼした学習内容

の復習は、各自取り組んでください。 

３．オンライン講習を”有効に”利用しましょ

う！ 

対面で行う授業に比べ、オンラインでの講習

は、集中力を欠くこと多いはずです。学習をす

る自室や場所の整理整頓を行い。その場に座っ

たら「学習スイッチ」が入る環境を作りましょ

う。 

 

《English Column》 

 

Summer vacation is coming. Are you excited? I’ll introduce some English proverbs 

here, so maybe you can get some tips from them. 

A perfect summer day is when the sun is shining, the breeze is blowing, the birds are 

singing, and the lawn mower is broken.      James Dent 

The summer night is like a perfection of thought.     Wallace Stevens 

Summer afternoon, summer afternoon; to me those have always been the two most beautiful 

words in the English language.     Henry James 

Which proverb do you like the most? Let me know when you come back to school!                     

                                                                                                                

Miss.B.Tommie 

 

  
 


