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開智日本橋学園中学校６期生 

《学年主任挨拶》 

人と人とのつながりの大切さ －三者面談を終えてー 

保護者の皆様のご協力のもと、三者面談を終えることができました。また、全クラスで対面

の保護者会を実施いたします。 

 新型コロナの影響のため、本来ならば 1学期の対面での保護者会を踏まえ、三者面談を実施

することが理想ではあったと思います。ようやく多くの保護者の皆様と生徒の皆さんと対面で

時間をとることができました。今回いただいた、様々なご相談、ご助言を踏まえ、より良い学

年作りに取り組んでまいります。 

 さて、2 学期中間考査と期末考査の間は短く、11 月 30 日（月）は、早くも期末考査 1 週間

前となります。今年度は、1 学期の中間考査が実施できなかったこともあり、例年より 1 回少

ない年 4 回の定期考査と課題にて年間成績を出すことになります。目前に控えた期末考査にも

全力を尽くすよう生徒の皆さんにも伝えております。ご家庭からも、激励いただきたくお願い

申し上げます。 

「継続は力なり」という言葉もありますが、中学 1 年の今、大切なことは学校での学びに集

中することは当然のことながら、帰宅後の家庭での学習習慣の確立です。私学は、公立中に比

べても進度も早く、学習内容も深く掘り下げた授業が多くを占めます。それを一つ一つクリア

していくためには帰宅後の日々の努力が不可欠です。夕食を食べたり、お風呂に入ったりする

のと同じように机に向かう習慣をつけることこそ、今後の 6 年間の学びの礎となります。 

Google classroom にも掲示させていただいた試験前の計画表なども利用しつつ 2回の定期考

査の反省点も踏まえ、計画的に学習を進めていただきたいと思います。 

新型コロナも第三波が懸念されております。ご家族の皆様もくれぐれもご自愛ください。 

学年主任 石戸達則 

《探究活動について》  
校内ＴＢＣを終え、ついに開智での探究活動が本格的に始まりました。とはいえ、現時点で

探究活動に慣れている生徒はほとんどいません。「調べ学習との違いは？」「どんな問いを立て

れば良いの？」「良い探究とはどのようなもの？」など、様々な疑問があるでしょう。 

そのため現在は、それらを学ぶためにペアでの探究活動を行っています。自分の興味のある

ゼミを選び、クラスの垣根を越えて活動をしています。是非お子さんにもどんな探究をしてい

るのか話を聞いてみてください。 

《今後の予定》  
12/7(月) 午前授業 

12/8(火)～12/10(木) 期末考査     ※試験 1 週間前から部活動はありません。 

12/15(火)  答案返却日 

12/18(金)  終業式 

 ※12/11,12,14,16,17 は自宅学習日ですので、登校する必要は基本的にはございません。 

【冬期講習】 12/22～25、1/5・6 

1/7（木）  始業式 

 

STEP BY STEP！ 



《試験に向けて》 
中学校に入ってすでに半年以上が経過し、もうすぐ 3 度目の定期試験を迎えようとしていま

す。三者面談などでご家庭でのご様子を伺うと、部活動なども本格的に始まったことで、まだ

自分なりの学習方法に悩んでいる生徒も少なくないようです。 

そこで今回は、各教科担当者からのメッセージをお届けします。今後の学習の参考にしてい

ただければ幸いです。 

 

英語 【LC】２学期中間試験では Lesson6と Lesson7 が範囲でしたが、動詞の複雑な活用がない分野

だったせいか、学年平均も約７０点と大変高いものでした。今回の期末試験の範囲である

Lesson8 と 9 では現在進行形、そして今年度指折りの「大物」である過去形が登場します。現

在進行形については動詞の ing 形の作り方をよく復習しておきましょう。過去形については規

則動詞・不規則動詞ともに暗記あるのみです！努力がそのまま点数につながります。過去形を

マスターすると MREADER の本でさらに多くの本が読めるようになります。それを楽しみに学習

に励んで下さい。皆さんの健闘に期待しています。 

※文法問題集・ワークブック・和訳ノートは今回も提出してもらいます。こなした分だけ力が

つきます。自己投資だと思って学習しましょう。 

【DLC】According to the TOEFL results, no one is really behind in terms of reading and 

listening competences and I’m glad to know that you all have been showing the constant 

progress over the semester. For the final exam, please review “irregular ing-forms” and “past 

tense verbs” from the textbook page 204 and 205. There are some reading articles which we 

haven’t used in class on the test, so keep on reading every day with M-reader and do brush-

up on grammar with Duolingo/文法問題集/Workbook.  

【GLC】 As always, I have been very impressed with how hard everyone is working and the 

kind of work that you do both in and out of class. I am always looking forward to hearing 

what you guys think about the material! Your final exam will focus on grammar and 

vocabulary. The grammar will be prepositions and phrasal verbs, like we did on the 

midterm, as well as commas and passive voice. The vocabulary will come from the four 

sections of Animal Farm. If you review the grammar explanations and worksheets and study 

a few vocabulary words a day, you should do fine! 

数学 【LC】代数の授業では連立方程式や文章題を扱っていきました。方程式をきちんと解く計

算力に加えて、文章から方程式をたてる力も必要となっています。課題にきちんと取り組

めているかがテストの結果に大きく関わっていますので、日々の取り組みを心がけて見て

ください。 

幾何の授業では証明を扱いました。計算に頼らず、論理的に説明をしなくてはいけないと

いうことに苦戦をした生徒も多かったようです。型があるので、まずはそれをきちんとな

ぞることから始めましょう。テストでは合同条件の良さと限界をテーマに、考察を書く問

題も出題しました。教科書にあるから、とただ覚えるだけではなく、疑問をもち試行錯誤

をすることにも取り組むきっかけになればと思います。 

代数も幾何も、答えを出すことそのものよりも自分がしたことを過不足なく説明がするこ

とが中心となってきました。数学もようやく本格化です。期末考査も引き続き説明を問い

ますので、人に伝えることを念頭に取り組んでください。もちろん計算や知識を確かなも

のにしておくことは言うまでもありません。まずは課題を丁寧に取り組むことから始めま

しょう。 

【GLC/DLC】上記同様です。他人事と思わず、自分のこととして受け止め次に生かしてく

ださい。 



国語 

 

 

 

 

 

 

 

 

【LC】国語の授業では、自分の言葉で文章を書く機会が多くあります。夏休みの課題でも

作文などを多く出しました。その甲斐あってか、少しずつ記述問題への抵抗感は薄れてい

るように感じます。 

一方で、伝わる文章を書くための「型」、問いに対して正しく答えるための「型」は、

まだまだ身についていないようです。「とりあえず書く」から脱却を目指しましょう！ 

また中間試験では、漢字や故事成語などでの得点差が大きかったです。努力が点数に直結

する部分なので、悔しい結果だった人はそういった所から着実にできるようにしていきま

しょう！ 

【GLC/DLC】自分の意見などを文章で表現することは少しずつ慣れてきたようです。ただ 

LCのところでも書いたように、問いの答えになっていない文をいくら書いても意味があり

ません。 

IB クラスでは課題ごとにルーブリックがあります。それをよく読み、「考えるべきこと

は何か」「求められている答えはどのようなものだろうか」といったことまで意識できる

と、さらに一歩上の文章が書けるようになるでしょう。 

理科 【LC/DLC/GLC共通】理科１では、化学についての実験を多く行ってきました。物質の分解

や合成、物質を化学式で表すなど、かなりヘビーな内容であったと思います。しかし、こ

ういった化学の知識面を充実させることで身の回りの物質がどのような元素から成り立っ

ているのか、どのような性質があるのかを理解することで実生活における元素の役割が理

解できるのでないかと思います。試験では、実験で起きた現象のしくみについて問いま

す。しっかりと実験レポートを振り返り、問題集を反復して解いておくことで確実な学力

へと繋がると思います。「なぜ、この物質はこんな性質があるのだろう？」疑問を持って

普段から生活してみると面白いかもしれませんよ。 

社会 【LC】本年度の社会（地理）の授業は、世界地誌を中心に、各地域で今、何が起きている

のか？その出来事の背景とは何かを、生徒に調査、発表させることを授業に組み込んでい

ます。時事的な問題への興味の喚起や歴史的背景を探ることで、広い視野で世界の問題を

考えさせる姿勢を身に着けさせることを目的としたものです。この方法では、積極的に調

査・発表することは勿論ですが、級友の発表にしっかりと耳を傾け、メモを取り、学ぶ姿

勢が大切です。テーマごとの発表終了後には生徒の調査内容も踏まえ、その内容を正確に

集約した授業も行います。調査、発表、復習を通じて、未知の出来事を「知る」喜びを身

に着けていただきたいと思っています。中間考査では学習時間が不足したままでテストに

臨んだ生徒も見受けられました。過去の失敗を踏まえ、より良い結果を期末考査では出し

ていただきたいと思います。 

【GLC/DLC】:１学期の IB 地理では、大陸からタイムゾーンの分け方に至るまで、自然現

象を人間が解釈するということはどういうことなのか、考え続けてきました。今学期前半

は、気候と文化の関係性について考察し、レポートを作成しました。（みなさん、なかな

かにチャレンジングな課題を見事にこなしてみせました！）今学期後半は人口転換モデル

について学んでいます。期末考査は人口転換モデルの分析や地図の知識問題が範囲です。

しっかり知識を定着させて臨んでくださいね。 

 

 

 
 


