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　連日ウクライナに侵攻したロシア軍のニュースが新聞の紙面を埋めています。平和ボケしている（？）日本人には衝撃的なニュース
ですが、決して対岸の火事ではないはずです。戦争（＝暴力）で真の平和は得られないことを考えて行かねばならないと思います。各
人が主体的に探究する力が求められる時代になっていると肌で感じるこの頃です。

【第４学年担当教員から、生徒の皆さんへ！！】

1組担任弘瀬謙太郎〔数学〕
　高校入学おめでとうございます。みなさんの開智日本橋学園に
おいての後半の学校生活が今日から始まります。今年の1年も
みなさんにとっては大切な1年です。
　高校1年生では高校2年生でのコースを決める必要がありま
す。そのために必要なことは「何を学びたいか、何になりたいか」
です。昨年度もみなさんの視野を広げるために校外学習などを
行ってきました。高校1年生でも視野を広げ、沢山のことに興味を
持ち、様々なことに挑戦しましょう。
　また、人生において、一人で何かを成し遂げることも大切です
が、みんなと分かち合い乗り越え成し遂げることも、私はとても重
要だと考えます。学校行事などにおいて、学年としての力を伸ば
し、みなさんで良い学年にしましょう。

2組担任深町水晶〔理科〕
　5期生のみなさん、こんにちは。引き続きこの学年を担当するこ
とができて非常に嬉しいです。今年度もよろしくお願いします。気
づけば皆さんはもう高校生、時が経つのは本当に早いですね。
これからは進路選択をはじめとして自分の将来について考える
機会が多くなり、様々な悩みや不安と向き合うことになると思い
ます。勉強や部活、行事だけでなく、様々な自分と向き合ってい
く中で、どのように成長していくのかとても楽しみです。一年間よ
ろしくお願いします。

3組担任妹能歩香〔数学〕
　昨年度に引き続き5期生の3組担任になりました妹能です。そろ
そろ名前の漢字を覚えてくださいね。高校進級おめでとうござい
ます。今年度は進路選択など皆さんにとって大きな一年になりま
すね。個人探究などの機会を活用して様々な挑戦をしてみてくだ
さい。今年も５期生の力を楽しみにしています。ぜひクラス、学年
だけでなく、学校全体を巻き込んでみなさんの力を見せてくださ
い。全力で楽しんでいきましょう！一年間、よろしくお願いいたし
ます。

4組担任里永慎之介〔理科〕
　皆さん、はじめまして。今年度、5期生の担当になりました里永
です。皆さんの化学の授業を担当します。昨年度は別館の民
だったので、久しぶりに本館に戻って来れて嬉しいです。高校で
の3年間は皆さんの人生において、とても重要な3年間ですね。
勉強も、部活も、行事も、自分の進路についても、いろんなこと
に全力で挑戦してみてください。5期生の皆さんと過ごすこの1年
間をとても楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。

5組担任岩﨑謙吾〔社会〕
　こんにちは。今年度はIBの担任で、みんなも驚いているかもで
すが、私も驚いています。とはいえ、授業自体は全クラス持つの
で、私にとって５期生のみんなが「うちの子」というのは変わりま
せん！過保護も変わらないと思います、、、
今年度は特に自分の進路について考えることになると思います。
私がIBの担任になったように、大人になっても新しいことにチャレ
ンジすることが今の世の中では求められます。どんな進路を決め
るにしても、常にチャレンジをして新しいことを色々学んでいく姿
勢が求められるので、積極的に自分の将来について考えられる
よう、支えていければ幸いです。

6組担任鎌田和宏〔英語〕
　こんにちは。皆さんと出会って３年、早くも高校生活のスタート
ですね。全ての行事をやり切った中学生活を土台として、さらな
る飛躍をしていきましょう。勉強も大切ですが、様々な刺激を受
けたり、色々な経験をし、いっぱい考えることも大切です。時に
進路や云々で悩むこともあると思いますが、一緒に乗り越えてい
きましょう！そして皆さん一人ひとりが「自分」を知り、「自分の進
む道」を見つけるきっかけ作りのお手伝いもしていくので、みん
なでこの高校生活を楽しみ、充実したものにしましょう。
※教務部長との兼任です...

副担任齋藤友季子〔国語〕
５期生の皆様、ごきげんよう。本年度も皆さんの学年所属になり
嬉しう存じます。学年教員の熱い愛情に育まれてきた５期生の皆
さんは、それに応えて一人ひとり確実に成長しています。今年度
は、ＬＣクラスの古典の授業を担当します。いろいろな種類の古
典作品に触れていくことが楽しみです。コロナ禍は、未だ収束に
向かっていない不安な状況ですが、健康第一に頑張って参りま
しょう。一年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。

副担任井上奈緒美〔国語〕
皆さん、はじめまして。今年度５期生の副担任になりました井
上と申します。教科は国語で現代文を担当します。皆さんと楽し
く授業をしていきたいと思います。高校生になり新たな目標を立
てていることでしょう。悔いが残らないよう、精一杯努力し有意義
な高校生活を送って下さい。宜しくお願い申し上げます。



副担任ロシター・イロラ〔英語〕
　Hello everyone! I’m really excited to be working with all of
you again this year! Last year, we overcame many
challenges together. We’ve also made new friends, and had
some friends leave KNG. I hope you are all looking forward
to the new year, with new friends, and new discoveries that
await you! There will also be many difficult decisions this
year. DP or not? What course should I take? What is the best
path for me? While there are some things only you can
answer for yourself, let’s do our best together this year as
well!

副担任アロラ・スワティ〔英語〕

　Hello everyone! I am Swati Arora. I come from the capital
of one of the most diverse nations in the world, New Delhi,
India. I am a PhD graduate and my study abroad at Waseda
University has shaped my ideals and perspectives in varied
ways. As an individual, new ideas, topics, and new learnings
have always intrigued me. I am new to KNG but I heard
from your teachers that you all are hard-working and kind. I
am looking forward to working with you all!

カルメン・シウ〔英語〕
Hello! You can call me Ms Karmen. My name sounds

Spanish, but it's actually Cantonese (嘉文). Some of you
might have been taught by me already, but otherwise - nice
to meet you! I have been teaching English for almost 10
years, and am learning Japanese. I love puzzles, escape
rooms, and street fashion. Congratulations on making it to
high school, and let's have a great school year together with
lots of new knowledge, fun, and laughter!

【4月の予定】
6日（水）始業式・オリエンテーション

  7日（木）入学式（4年生は自宅学習）
8日（金）対面式、オリエンテーション（この日から昼食が必要になります）
9日（土）平常授業開始

23日（土）学年・クラス保護者会（午後）
25日（月）放課後・委員会優先日
27日（水）健康診断　午前中（授業なし）
29日（金）昭和の日

【保護者の皆さまへ】

　保護者の皆さま、今年度も引き続き5期生の学年主任になりました弘瀬謙太郎です。今年度もよろしくお願いいたします。
まずはお子様の高校入学おめでとうございます。昨年度はコロナの影響はございましたが、保護者の皆様のご協力により、
多くの学校行事を行うことができ、お子様にとっても良い一年になったと感じております。中高一貫校において大切なことの
一つは、この時期に高校生としての自覚を持たせることです。同じ学校に通い、友達にも囲まれ、変化を感じにくいのが中
高一貫校の高校１年生の始業式です。これからは将来のことを考える機会が増えるだけでなく、自分で判断しなければなら
ないことが増えてきます。学年としては、特に4月中は高校生になったことを自覚することを意識させたいと考えております
ので、ご家庭でも高校生としてお子様に接していただければと思います。
　今年度の学年目標は「マインドを育てる」です。このマインドには沢山の意味がありますが、私としては人には思いやりを
持って接し、自分には厳しく接し、学習面だけではなく、内面も磨いてほしいと考えています。また、開智日本橋学園は主体
的に生徒が活動する学校です。お子様の様子を見ていると主体的に活動できている部分も多いですが、もっと積極的に主
体的に活動できると更に良くなると思われることもあります。お子様が主体的に活動できるよう、学年一同お子様をサポート
してまいりますので、よろしくお願いいたします。
　最後になりましたが、4月23日（土）に保護者会を予定しております。今年度はクラス保護者会の前に学年の全体会を予
定しています。内容は、池田教頭から「高校生活の流れ」、鎌田教務部長から「お子様の学習面’（評価、欠席などの扱い）に
ついて」、私共の方から「今後の進路や学校行事について」のお話となります。詳細については別紙プリントでご案内させて
いただきます。
　本年度も保護者の方と協力してお子様が良い学校生活を送れるようにと努めてまいる所存でおりますので、ご理解、ご協
力の程よろしくお願いいたします。何かございましたら、いつでも学年の方にご連絡下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4学年主任　弘瀬）


