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開智日本橋学園中学校６期生 

《学年主任挨拶》 

 第 1 学年がまもなく終わります。新型コロナの流行で様々な制約が課される中、本校の

教育活動にご理解、ご協力をいただいた保護者の皆様、そして、このような状況の中で、

努力を重ねてくれた生徒の皆さんに感謝申し上げます。 
 さて、学業面で、1 年間の集大成となる学年末試験が 2 週間後に始まります。順調にこ

こまでの定期試験の成果を上げてきた皆さんにとっても、思うように成果が出ずに苦しん

でいる皆さんにとっても、次年度への助走となる大切な試験です。自分の持てる力を尽く

して今回の試験に備えてください。定期試験は、日々の学習の成果を確認する機会です。

学年末考査は、中学 1 年次の自身の学びのあり方を検証する最後の機会です。「中学 2 年

の先輩」となる皆さんの飛躍につながるよう、2 週間を計画的に使っていきましょう。 
 中学・高校での学びは、将来社会人となる皆さんの礎となる情報が多々あります。中学

1 年の今、学習習慣を修正することはまだまだ十分可能です。さらに進歩する、または、

切り替えるきっかけとして、定期試験を良い意味で「利用」してほしいと思います。 

 また、そろそろ「文系」「理系」と自分を分ける皆さんが出てくるかもしれません。こ

のような分類は明治維新後の日本が国の発展のための人材を“促成栽培”するために作り

上げたものであることを知っていますか？ 

21 世紀、国際化が当たり前となっている時代に生きる皆さんには、現段階では「文系」

「理系」を問わず、苦手意識を持つ教科にも果敢に挑戦し続けてください。その意識と努

力が自分だけの将来の道につながっていくはずです。皆さんの奮起を願っています。 
学年主任 石戸達則 

 

《探究活動報告》 
 

 2 月 12 日、19 日の６時間目は、探究活動の最終発表会を Google Meet 上で行いました。

本来であれば、TBC、磯の FW にかけて、“目で見て発見した疑問”を解き明かす探究活動

をする予定でしたが、残念ながら来年度に延期となってしまいました。今年度は、そうい

った経緯から学年で行う活動が減ってしまったことも踏まえ、興味がある“教科学習”を

軸にゼミをつくり、クラスの垣根を超えてグループ探究活動を行いました。 
 コロナ禍のため対面で会えない、対面で発表できないという障害を乗り越え、自作した

スライドで、他クラスの生徒と共同で探究結果を発表しました。学年 Classroomに録画動

画を残してありますので、保護者の皆様にもどうぞご覧いただきたく思います。 
 初めての探究活動、そして今後６年間続く探究活動となります。今回の探究活動を出発

点として、今後どう成長していけるかが楽しみです。また、最終発表会では教員による採

点も行いました。次回の学年だよりでは、優秀な成績を収めたチームを発表したいと思い

ます。詳しい採点基準は、学年クラスルームにある資料を参照していただければと思いま

す。 

STEP BY STEP！ 



 

《学年末考査に向けて》 
いよいよ１年生最後の定期考査が２週間後に迫っています。３学期はオンライン授業の

期間が長く、試験勉強のやり方に不安を覚えている生徒も多いのではないでしょうか。 

今回は各教科から定期試験に向けてコメントをもらいました。その内容や Classroom へ

の投稿をよく読み、胸を張って１年生を修了できるように頑張りましょう！ 

英語 【LC】今回の学年末試験では Lesson10,11,12 を範囲にすることを考えています。

(Lesson12 は最後まで終わるかはこの後の状況次第です。確定しましたら再度お知らせ

します）ワークブック・文法問題集・和訳ノートは今回も提出があります。引き続き楽

しく英語を学んでいきましょう！ 

【DLC】Grammar: Work on lesson 10, 11 and 12 from New Treasure 

Review: “People who improved the world” booklet 

and “inspiring person” essay 

 

【GLC】As we talked about, your final exam will cover collocations (Criterion D) and 

reading (Criterion B). There will also be a little bit on formal letter/e-mail writing 

(Criterion D). 

数学 【LC/GLC/DLC 共通】 

代数 

反比例、１次関数について学んでいきました。まずは、式を見たらグラフをパッと描け

る、グラフを見たら式をパッと読み取れるようにしましょう。 

式と、その意味と、グラフとが頭の中できちんとつながっていることを確認してくださ

い。1 次関数の利用は難しい部分もありますので、特に丁寧に、学習に取り組みましょ

う。 

幾何 

特別な四角形について学んでいきました。まずはそれぞれの図形の定義、性質を正確に

書けるようにしましょう。証明では、これらの四角形のどの性質を使ったのかという理

由付けをきちんと行うようにしてください。 

共通 

課題となっている問題集や開智プリントに取り組むことで、自分の理解度を確認しまし

ょう。また、手際よく問題を解く力も必要になりますので、問題を見ただけで解答の方

針が思いつくところまで勉強をして、テストに臨むようにしましょう。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】1 月からのオンライン授業では文法を重点的に学んできましたが、文法に苦手意

識を持っている生徒も多いようです。文法はただ聞いているだけでは身につきません。

実際に手を動かし、自分で頭を使って考えることが必要です。毎回の授業内容や確認テ

ストなどの復習をよく行い、期末試験に備えてください。 

 

【IB】今回は C:創作を評価します。ルーブリックをよく読み、計画的に準備を進めてい

きましょう。 



 

《今後の予定》  
 

3/8(月)：1～4 限のみ授業…緊急事態宣言解除の場合は通常時間割にて実施 

3/9(火)～11（木）：学年末考査 

3/12(金)・13(土)・15(月)：自宅学習日 

3/16(火)：答案返却日 

3/17(水)～19(金)：自宅学習日 

3/22(月)：修了式・大掃除 

3/23(火)～4/5(月)：春期休業期間 

4/6(火)：始業式・オリエンテーション 

4/7(水)：中学 1 年生 入学式 

4/8(木)～10(土)：チームビルディングキャンプ〔TBC〕 

4/12(月)：学年オリエンテーション…TBC振り返り等 

4/13(火)：通常授業開始 

 ※緊急事態宣言の延長等により、変更がありえます。あしからずご了承ください。 

 
  

理科 【LC/DLC/GLC 共通】 

理科 1 では酸化，還元，化学変化における質量や温度についてオンライン授業で行って

きました。実際に実験できなかったのが大変残念ですが，便覧を見たり，YouTube に上

がっている動画を見たりしてみてください。最後の試験にふさわしい難易度を作成する

ので，実力練成の発展問題までしっかりと進めておいてください。 

理科 2 では、生物のからだと細胞・生命を維持するはたらき・動物のなかまについて学

習しています。さまざまな生き物の共通点・相違点を意識して授業を復習してくださ

い。テストに向けては、実力練成テキストの該当ページをしっかりと取り組んでくださ

い。 

社会 【LC】3 学期からオンライン授業で使用したヨーロッパ地誌＝プリントの内容が試験範

囲です。なお、先週末にお送りしたレポート課題も試験範囲です。先手必勝！早めに復

習を始めてください。 

 

【GLC/DLC】白紙の紙に日本地図を正確に描けるように、練習しておきましょう！都道

府県、県庁所在地、自然地理をしっかり押さえておこう！ 

 

家庭科 【LC】学年末試験範囲については、配布される家庭科通信をよく見てください。教科書

をよく読み、授業中に学習したプリントはしっかり復習して下さい。また、これまでの

課題（幼児期のプロフィール・おもちゃプロジェクト）未提出の生徒は必ず 2/26（金）

までに提出して下さい。 



 

《表彰～英語科から～》 

 

《表彰～国語科から～》  
 

 6 期生のみなさんには、この 1 年で沢山の作文や短歌・俳句のコンクールなどに作品を

応募していただきました。そうした外部のコンクールで優秀な成績を収めた生徒が多数い

ます。本来であれば学年集会などで表彰できたら良かったのですが、この状況下ですので

紙面にてお伝えいたします。 

 
〇税の作文 
東京国税局管内納税貯蓄組合連合会 優秀賞：4 組、田村結さん 
日本橋納税貯蓄組合連合会 会長賞：3組、間中喬子さん 
中央都税事務所長賞：2 組、堀部美帆さん 
日本橋納税貯蓄組合連合会 優秀賞：2組、須田華代さん・4 組、白鳥奈緒さん 

 
〇お気に入りの一冊をあなたへ作文コンクール 
入賞：4 組、梁 宇凡さん 

 
〇「なりたい大人」作文コンクール 
入選：5 組、秋山 陽菜さん 

 
〇吉德ひな祭 俳句賞 
ジュニアの部 四席：3 組、齊藤 華子さん 

 
 受賞者の方はもちろん、それ以外の方々も 1 つ 1 つの課題に真剣に取り組んでいる様子

が窺えました。これからも言葉を使ってなにかを創造する機会は多くありますので、ぜひ

楽しんで作品作りに励んでください！ 

M-Reader の成績優秀者を発表します。各 Reading Goal に向かって日々前進していきましょ

う！3月 12日が締め切り期限です。 

 
【M-Reader Progress】 

word count 
LC      1 st:  Ijima Rio                           215819 

2nd: Kikuchi Yuki                     159639 
3rd:  Kojima Ryuma                  100963 

 
DLC   1 st:  Hashiguchi Kanemasa     754282 

2nd:  Matsumoto Leyna             222115 
3rd:  Hayden Gregg              176351 

 
GLC   1 st: Suzuki Ayana                   1295075 

2nd: Yoshida Miyabi                  412830 
3rd: Nakano Otoka                     312560  


