
中 2 学年通信第 1号 2021年 4月 7日  

開智日本橋学園中学校６期生 

《学年主任挨拶》 

中学 2年へのご進級おめでとうございます。 
昨年度に引き続き学年主任を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
多くの制約の中で過ごした昨年度でしたが、保護者の皆様のご理解のもと、1年間を乗り越え

ることができたことに心より感謝申し上げます。 
この 1年の大きな成果は、私たち学年担当教員が願っていた「6期生 one team」が緒に就くこ

とができたことです。教科探究活動を通じて、コースの垣根、クラスの垣根を越えた活動すること

で 6期生の生徒一人一人が、互いを認め合い、支えあう関係になりつつあります。この学年のあ

り方を更に進めていく所存です。 
今年度は、徐々にではありますが従来の開智日本橋学園の姿に戻っていくことになると思いま

す。また、中学 2年の 1年間は中高 6年間の中でも、自我が芽生え、成長と変化が著しい 1年

間でもあります。引き続き、ご協力いただきたくお願い申し上げます。 
残念ながら先進国の中でも、日本のワクチン接種率は極めて低いようです。まだまだ、新型コ

ロナの影響は続きますが、くれぐれもご自愛ください。 
学年主任 石戸達則 

 

《日々の健康管理について》 
 

スクールメールでも配信いたしましたが、今年度の新型コロナウィルスへの対応を再度

以下に掲載いたします。できる限り通常の形に近い学校生活を送っていただくために、ご

理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

＊本年度はコロナ不安等による登校控えは、「出席停止」ではなく、「欠席」といたします。 

＊昨年度に引き続き、毎朝検温を行ってから登校してください。 

＊朝の時点で体調が少しでも良くない場合には、無理に登校をしないでください。 

→食事・睡眠・運動をしっかりと意識した規則正しい生活を送りましょう！ 

 

 新型コロナウィルス感染症へ罹患した、もしくは濃厚接触者と認定された場合には、速

やかに学校にご連絡ください。また、今後の社会情勢等により上記事項に変更があった場

合には HP・スクールメール・Classroom等にてご連絡差し上げます。 

 

《遅刻・欠席連絡の方法》 
 

遅刻・欠席をする際には、8時 10分までに「クラス・番号・生徒氏名」をご記入の上、 

【kngclass6@kng.ed.jp】にメールをお送りいただくよう、よろしくお願いします。 

  

STEP BY STEP!! 



《学年団挨拶》 
１組担任：石戸 達則（社会科） 

シン 1 組の担任、石戸です。皆さんは「シン」にどのような漢字一文字を当てはめます

か？私からのお願いは 1 つ。どうかマイナス思考ではなく、1 人 1 人がプラス思考で考え

てみてください。この一文字をどう考え、スタートを切るかで君たちのこれからの 1 年間

が大きく変わるはずです。担任 1 人の力は微力なものです。31 人のそれぞれの「シン」の

一文字が、皆さん自身が 1 年後に別れがたいクラスを作り上げていくことを心から願って

います。 

 

２組担任： 渡邉 崚（理科科） 

2 組の担任になりました渡邉崚です。昨年度は皆さんを背後から見守っていましたが，新

年度はみなさんと正面からいろいろなことにチャレンジしていきたいと思います。中 2 を

全力で楽しもうぜ！ 

 

３組担任：赤羽 香純（国語科） 

2年 3組の担任を務めます、赤羽香純です。昨年度に引き続き、6期生の皆さんの成長を間

近で見られることがとても嬉しいです。今年度は「出来ないから諦める」ではなく、「出

来ることに全力を注ぐ」という姿勢で頑張っていきましょう。また１年間、よろしくお願

いいたします。 

 

４組担任：大留 立慈（数学科） 

2年 4組の担任を務めます、大留立慈です。1年間よろしくお願いいたします。中学 2年生

は最も人が成長できる時期ですから、何事にも積極的に取り組んで経験値を積んでいきま

しょう！特に楽しむ力は意識的に伸ばしていきたいですね！ 

 

５組担任：上條 友世（英語科） 

Hi, not long time no see! I’m happy to have another year with these fantastic teachers 

and inspiring students. Last year, we couldn't have a lot of discussion time in class, 

which I don’t like it. If the situation allows us, I’d like to have interactions more among 

teachers and students. Let’s organize a special event for the purpose of learning English 

and expressing ourselves such as “speech contest”. :) 

 

６組担任：ウルフ・ジェイソン（技術科・デザイン） 

Very happy to spend another year with this grade! Last year was a strange year but you 

all did very well even though all the fun stuff was cancelled and you spent half the time 

at home in front of your screens! Things are not back to normal yet, but it looks like this 

year it will get there. Excited to see what this grade can do in a normal world!  

 

  



副担任：松本 衣代（音楽科） 

2学年の副担任になりました、生徒部、音楽科の松本です。 

昨年度は、全世界的に、新型コロナウィルスに脅かされ、行動を制限された年となりまし

た。皆さんも開智日本橋での楽しいこと、大変なことなど、多くのことを経験できないま

まとなってしまいましたね。そんな中、もう後輩が入ってきて、先輩になりました。今年

は、1 年間の経験を活かし、感染対策をしっかりとして、新しいやり方を模索し、生徒活

動ができればと思います。生徒の皆さんの元気な声と笑顔が、あふれてきますように。 

 

副担任：永峯 弘一（技術科） 

2 学年の副担任になりました永峯です。ほとんどの方が初めましてだと思います。お手柔

らかにお願いいたします。まだまだ落ち着かない日常生活が続きますが、こんな時こそ 

"どのように過ごすか"で今後の自分が大きく変わってくるはずです。まずはこの一年が無

事に過ごせるように、今できることを進めていきましょう。  

 

副担任：小暮 崇史（数学科） 

2 学年の副担任になりました小暮崇史です。はじめての中学校生活の 1 年間はいかがでし

たでしょうか。これからも様々ことがあると思いますが、今しかできないことを見極めて

積極的に取り組めると良いと思います。みなさんの成長の過程に携われることを楽しみに

しています。1年間どうぞよろしくお願いいたします！ 

 

副担任：寺井 由宇太（英語科） 

Hi! My name is Yuta Terai, a brand new English teacher. We have been in a difficult 

situation due to the pandemic, but we still have so many opportunities to learn. This is 

the best timing to show your eagerness to learn. Let’s have fun with English together 

and become a great communicator!  

 

《学年からの連絡方法について》  
 

昨年度、学年主任より本学年の保護者の皆様宛に一斉配信のご連絡を差し上げるメーリング

リストがございました。このメーリングリストは、緊急事態宣言下でご不安が多い中、新たな学校

生活を始めるお子様を保護者の皆様にバックアップしていただくために特例的に設けられたもの

です。 

本校では、かねてより、お子様から保護者の皆様に自ら情報を伝えていただく姿勢を育むよう

指導をしております。そのため、今年度より学年主任から保護者の皆様へのメーリングリストは、

廃止をさせていただきます。悪しからず、ご了承ください。 

なお、お子様への Google classroomを通じた連絡並びに学校から全校保護者の皆様を対象

とした school passを通じた連絡は、昨年度と同様に継続させていただきます。 

 

《今後の予定》  
4/6(火) 始業式 

4/7(水) 入学式  

※2年生は自宅学習日です。 

4/8(木) オリエンテーション 

4/9(金) 通常授業開始 

4/17(土) 学年・クラス保護者会 

4/20(火) 学力推移調査 

4/23(金) 健康診断 
 


