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充実期へようこそ！
充実期主任 黒井 憲（英語）
昨年度は３年生の担任で、今年度より３・４年生の主任となります。３，４年生の皆さんとは主に授業で
関わることになります。今年度より「充実期」として２つの学年が協同して学校生活を送ることになりま
す。名実ともに「充実」した学校生活になるよう一緒に頑張りましょう。
充実期副主任 佐藤

由佳（家庭）

充実期は基礎期と発展期にはさまれているのでそんな食べ物をイメージしてみました。サンドウィッ
チ？ハンバーガー？おにぎらず？全部真ん中が美味しくて、全体の味を決めてくれます。これは副校長先
生がおっしゃった言葉です。私も充実期は一番心身ともに成長する時期だと思っています。副主任として
期全体のお母さんを目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。
４a 井上 慶太（化学）
７期生とともに３年生かな…と思いきや、４年生の担任へ飛び級してしまいました。１年間よろしくお願
いします。今年こそは家庭菜園にチャレンジすることが目標です。皆さんのチャレンジも充実したものに
なるよう、共に頑張りましょう！
４b メンドーザ・マウリシオ（美術）
Hello and welcome back to Kaisei! My name is Mendoza Mauricio. I’m the Art teacher for 3rd,
4th, DP 5th, DP 6th year. I really look forward to teaching you art and hope you enjoy my
class. I’m excited to spend time with all of you in school events. I look for creating new
and fun memories with all of you. I’ll do my best to be available for all of you so please
feel free to talk and share your thoughts with me. Let’s have a wonderful school year.
Your brother and servant
４c 道下 祥伍（生物）
はじめまして！みんなに会えることを楽しみにしていました。この長い休みの間で、普段は何気なく接し
ている友達の存在の大きさを感じたのではないでしょうか？充実期はこの学校で中核の時期になります。
一緒に実りある充実した一年にしましょう！

４d イン・ビンセント（数学）
Hello 4th years! My name is Mr. Ng and I teach 4th year English math and second year IDU. I
moved to Japan in October of 2018 from Vancouver, Canada. I enjoy watching anime and reading
American comics. My birthday is December 25th. I look forward to meeting you.
４e 太田郁美（数学）
いよいよ充実期ですね！昨年に引き続き 6 期、7 期の皆さんと一緒に過ごせることをとても嬉しく思って
います。昨年よりも皆さんと話す、関わることが私の目標です。数学のことでも、どんなことでも、たく
さん話しましょう！皆さんの活躍を楽しみにしています。
４f 高松勇輔（社会）
進級おめでとう！６年間のうち、充実期は様々なことに挑戦するのに最も適した時期です。時間は待っ
てはくれません。ぜひ”旬”を逃さず、
「これから自分は何がしたいのか」を一緒に考えていきましょう。
一年間、よろしくお願いします。
３a 小林純恵（保健体育）
充実期のまとめの４年生の皆さん、基礎期を終えて充実期に入った３年生の皆さん。高１・中３それぞれ
の１年間がいよいよ始まりました！そう思えば充実期って不思議な「期」ですね。２年間充実期で過ごし
てきた自分の経験を活かして、みなさんと一緒に楽しく学んでいきたいです。よろしくお願いします！
３b 藤沼大地（国語）
この度、北海道倶知安農業高等学校より参りました。開成という素晴らしい学び舎で皆さんと共に学べ
ることを、大変嬉しく思っています。私から皆さんへの願いは「応援される人」になってほしいというこ
とです。充実期らしい日々を送る中で、友人から、地域から、大人から「応援される人」になってくださ
い
３c 谷崎悠人（物理）
皆さんこんにちは。昨年度は皆さんのおかげで、とても気持ちよく１年間を過ごすことができました。今
年も昨年のような、お互いに笑いの絶えない生活になればと思っています。３・４年生の理科（物理分野）
を担当することになります。どうぞ皆さんよろしくお願いします。
３d 森秀樹（英語）
この度は、7 期生の皆さんと共に進級し、また一緒に一年を過ごすことができるようになりました！また、
6 期生の皆さんとも同じ充実期所属という事で、ダブルで私に幸せが舞い込んできて、本当にワクワクし
ています！今年も生徒の皆さんと共に自分自身も成長できる一年にしたいと思っています。どうぞよろ
しくお願い致します。

３ｆパリッシュ・リチャード（英語）
Hello everyone! Welcome to a new year at Kaisei! I’m really excited to be part of the Year 3
team, and I look forward to getting to know all of you better this year. I’ll be seeing a lot
of you in English class and CD Skills, so let’s have fun together!
学年付き

-Mr. Parish

松澤剛（社会）

3 年生の皆さん、初めまして。社会の半分のチームを受け持つ松澤剛（まつざわたけし）と申します。4
年生の授業には行きませんが、充実期の学年付（がくねんづき）という立場でいろいろなところに顔を出
します。1 年間楽しい時間が過ごすことができればと思いますのでよろしくお願いします。
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