
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 おめでとうございます。これから必要とされる力

は何だと思いますか？それは「選択したことを正解

に近づける力」です。変化する社会で、その変化を利

用して正解に近づけください。みんななら必ずでき

るはずです。応援しています。 発展期主任 宮森 

Congratulations on your graduation! You have 

been pioneers here at Kaisei, and I’m certain this 

has given you the confidence and strength to be 

successful in the next stage of your lives. I wish 

you all the best!    発展期所属 Rakesh Dixit  

開成での月日は、周囲の方々のおかげと本人の努

力の賜物です。今まで培ってきた力を今後は他の

人のためにも使っていきましょう。皆さんの優しさ

や笑顔で、私のこの２年間が豊かなものになりまし

た。ありがとうございました。  6-4 担任 千葉 

みなさんとは４年間一緒の学年を過ごすことがで

きました。成長しましたね！課題や進路に悩みな

がらも乗り越え、その度に成長した姿を見ました。

そんな 4 期生であれば、次のステージでも活躍で

きます！自信もって！    6-3担任 佐々木 

出発の時を迎えました。みなさんなら開成での学

びの経験をもとに、新しい環境にも適応して、活躍

することでしょう。世界中のどこにいようとも、自

分らしさを大切に歩んでいきましょう。応援します。 

札幌と世界をつなぐ 4期生！ 6-2 担任 畠山 

 言葉や行動にその人の生き方が表れると思って

います。私が18歳の頃に感じていたことと、今思う

ことは同じではありませんが、でもあの時の自分

があるから今の自分があると思えます。これから

も自分を大切に歩んでください。6-1 担任 鈴木 

"You are who you choose to be." 『Iron Giant』

（1999）という大好きな映画の中に、こんな台詞が

あります。みなさんはなりたい自分にきっとなれま

す。開成を飛び出して、想像以上に広大な、新たな

世界を楽しんでください。 発展期副主任 加賀 

4 期生の皆さん、6 年間お疲れ様でした。MYP の 1 年目とし

て開成の基盤を固めてくださった先輩方は私達にとって憧

れであり、たくさんの場で大変お世話になりました。今後も

先輩方の背中を追いかけ頑張りたいと思います、5 年間あ

りがとうございました！ 5 期生評議委員代表 今渡 酒井 

Congratulations graduating seniors! Wow, can you believe this 

6th year season is drawing to an end?! You have finished 

countless assignments and tests, survived a pandemic, 

forged new friendships... but the best is yet to come! All 

the best for the next step! ５-４担任 Josh Roth 

卒業アルバムを見て、保護者でもないのに、小さか

った皆さんが立派に成長していく過程を見て、勝手

に感動してしまいました。数年後、久しぶりに友達と

会った時に互いの人生に刺激を与えられるような、

そんな人間になりたいですね！ ５-３担任 高橋 

４期生と呼ばれていますが、開成中等の国際バカ

ロレア 1 期生の皆さん、６年間皆さんが歩んできた

姿が後に続く人たちの道標です。ここを卒業した

あとも、新たな道を切り開いていく力を持っている

皆さんの活躍を期待しています。５-２担任 酒井 

授業の中でみなさんの優しさ、謙虚さ、ひた向きさ

を実感する場面が多くあり、素敵な 4 期生でした。何

事も自分事化し、自分で行動する力は皆さんが開成

で学んだ財産の一つだと思います。次のステージで

の活躍を祈願しています。    5-1 担任 島本 



 ６年間で成長した自分（4 期生） 感想より一部抜粋 

☆学校が近いからと言う理由で入学したが、学習内容は想像していた以上に将来を見据えたもので、10の学習者像やATLスキル

などを意識しながらの授業だったので、自分の能力が日に日に上がっていっているのが実感できていた。また、プレゼンテーション

やレポート等の提出が多く、当時は面倒だと思っていたが、今振り返ってみたらとても役立つものだと思った。6 年間この学校で学べ

てよかった。 

 

☆この 6 年間を通して、私は様々な価値観を持った人々と一緒に学び合い、楽しみあい、そして伸ばしあうことができました。6 年

間という長い時間を同じ 160 人で過ごしたことで、どんな人にも「優しさ」があって、それに触れることが自分は好きなのだと気づく

ことができました。人の優しさに気づく力が成長したと思っています。 

 

☆中学から開成で生活を送ってきて一番自分が成長した点は、多様な価値観を持つ相手を受け入れられるようになったことであ

る。小学生の頃は周囲の仲間は大抵が同じ地域に住む人たちで考え方や価値観が大きく衝突する経験をしたことがなかった。し

かし開成に入っていろいろな地域から来た人や外国から来た先生方、歳の離れた先輩方など多様な人と関わりを持つことで自分

のものの見方が大きく広がったように思う。 

 

☆変わり者の私が、変わらないまま、変わり者のまま 6 年間過ごせたのはひとえに開成が優しい世界だったからだと思います。 

 

☆私は、この 6年間で、大きく分けて 2つの点で成長しました。1つ目は自分の考えを言えるようになったことです。私は 2年生の時

から演劇部に所属していて、そこでははっきりものを言わずに恥ずかしがっている方が恥ずかしいということに気づき、出来る限り

意見を出し、話し合うことができるようになりました。2 つ目は 1 つの考えにとらわれずに行動できるようになったことです。4 年生の

時から保健室によく行くようになり、そこで1〜6年生の様々な悩みを抱えた生徒と数多く出会い、自分と違う価値観、考え方に触れ

ることができました。そして 1 つの悩みを解決するにも人それぞれ違う方法があるんだなと改めて気づくことができ、いろいろな選

択肢を考えられるようになりました。もしかすると、この 6 年間もっと良い過ごし方をすることができたのかもしれませんが、私は今の

過ごし方ができて良かったなと思っています。 

 

☆この 6 年間を開成中等で過ごせたことにより、教科の学習のみではなく考える力やコミュニケーションをとる力が成長したと思い

ます。社会に出る時必ず必要となるこのような力を中学生のうちから 6 年かけて育むことができたのは非常に良かったと考えま

す。 

 

☆「自分で自主的に学習していく学び」を行ってきたため、この勉強をいつやるかなどの計画立て等が上手になったと思う。これは

今の社会で必要とされる主体性が向上したことにつながり、将来において開成の学びが役立つのではないかと思う。 

 

☆この6年間で判断力が身に付きました。自分だけでなく、人にとってはどうなのかということまで考えられるようになりました。これ

はきっと大人になっても必要なことなので、今のうちに考えられるようになって良かったです。 

 

☆大人や社会との関わりが増え、社会性というのが6年間で成長したと思います。6年間の学びの中で課題探求的な学習、自ら課

題を設定していく学習は自分のためになりました。このような生徒主体の学習活動というのはこれからも続けていってほしいと思い

ます。 

 

☆様々な授業によって、「学ぶための力」、「自主的に学ぶ力」がついたと思う。また ATL スキル等を意識することによって、批判的

に思考しつつ様々な意見を認めることができるようになったと思う。 



☆この 6 年間で、私は周りを見られるようになった。それまでの私は、周りは関係なく、誰がなんと言おうと自分のやりたいことしか見

ず、誰かを思いやって自分の行動を考えることがなかった。しかし日々過ごしていく中で、私の周りは私のことをものすごく思いやっ

てくれたり、気にしてくれたりした。それに気づいてからは、私もその恩を返そうという思いで生活してきました。だから今の私は 6 年

前の私より、とても思いやりのある人間になりました。 

 

☆私は6年間で、「自分で選択する勇気」が身に付きました。入学当初、開成に入ることも自分で決断しきれないまま入学し、自分

を見失っていました。1 年生のときの三者面談で、「自信がない」と相談したことを今でも覚えています。そんな中、課題探求型学習

を通じて好きなように学習し、自分の好みや得意なことをゆっくりと発見することができました。「自分の生きがいがわからない」「自

分の生きている意味って?」と思っていた時いつも支えてくれたのは家族や友人、先生方でした。これが自由な課題でもあったなと

今6年間を振り返って感じます。進路の選択なども自信を持って行えるようになったのは開成での授業の成果かなと思っています。

また一年生の頃から英語学習に力を入れてくださったおかげで、見学旅行の際には円滑にコミュニケーションをとることができ、今

でもほぼ毎日話をしています。大切な友達ができたのも開成での学習のたまものだと思っています。大変なこともたくさんあり、つま

ずきもしたけれど、周りの助けのおかげでここまでこられました。楽しかったです。みんなありがとう! 

 

☆社会に出るのに必要な力がたくさんついたと思う。例えば相手によってコミュニケーションの方法を使い分ける力、必要な情報を

手早く求める力、取捨選択する力、自分で心を軽くする力、知識と知識を結びつける力…どれも身に付いた小さなきっかけがある

気がする。また先生たちは滅多に大声で怒鳴ることがなく、諭すようにいつの間にか勝手に申し訳ないと思うような叱り方をするの

もかなり大きかったと思う。「先生に怒られたくないから」というよりは「もうやらないほうがいい」となってしまうお手本のような叱り方だ

った。 

 

☆自分のことを大事にしようと思えるようになった。開成は、自分たちのそれぞれの事情を理解して、「私がやりたい事」と「私がやら

なきゃいけない事」をできるように助けてくれるところがすごく良かったと思います。 

 

☆１年生の時からプレゼンテーションやレポート等の取り組みを行っていたが、当時は何の意味があるのかを知らず、ただこなしてい

たが、学年が上がるにつれて進路について考え、活動に意味を見出していくことができるようになり、それが最終的に自分の力と

なっていきました。自分がやりたくてやったことが、自分の力となり受験の役に立ってとても良かったなぁと思いました。 

 

☆開成中等での生活は今振り返ってみると短かったです。開成での学びを通して、いつの間にか、PR 能力が身に付いていました。

特にボランティア局の他校との交流会の際には、プレゼンの力の差が他校と比べ大きすぎて私含め局員全員が「開成の学習って

凄い」と思いました。また日ごろから外国人の先生との英会話があったおかげで、海外に 1 人で行った時も不自由なくお話をするこ

とができました。プレゼン力や英会話力を「学んでいる」という意識があまりなかったにもかかわらず、大人になっても使えそうな能

力が身に付いたことに驚いています。開成で過ごした 6 年間は私にとってとても大事な時間だったと思っています。ありがとうござ

いました。 

 

☆授業や課題を通して行動力とそれに伴った決断の早さを身に付けることができた。自主性が求められる開成のシステムだった

からこそ、以上の 2 点を特に伸ばすことができた。 

 

☆開成でしかできない経験をたくさんすることができたこと。海外研修、企業研修、部活・局、などなどすべての経験が今の大学進

学、将来の目標に直結しているなと思う。開成でしか得られない力を身に付けることができた。先生方のサポートが温かく、とても

支えになりました。 

 

☆6 年間で良かった事は、自力で起きられるようになったことです。 



☆6 年間過ごしてみて、「開成に入学して本当に良かった」と思えたことが 1 番嬉しかった。大変なことがあっても何とかなるのだな

と自分が今までやってきたことを振り返って思った。「学校で必要な知識」だけではなく、「人生で必要なこと」をたくさん学べた。 

 

☆開成での学習を通して、「学び方」を学ぶことができたと考えています。実社会の状況の中から自分で問いを立てて、とことん探

求していく。この学びのプロセスは一生ものであり、人生においてとても重要なことだと思っています。また様々な研修を通して、私

の将来の目標を明確にすることができました。IB 教育を選択して、本当に良かったと思っています。今まで学んできたことを最大

限に生かして、世界に貢献できる人材を目指したいと思います。 

 

☆クラスの友達や先生方に助けを求めたり、困った時に相談したりすることが大切だということに気づきました。6 年間たくさんの方

に助けていただき、この学校でよかったです。ありがとうございました。 

 

☆入学当初はグループ学習ばかりで講義型の授業が全くないことに危機感を覚えていたが、4年生になって講義型の授業も始ま

ると、それまでの経験から「勉強を楽しむ力」や「難しいことを自分で切り開く力」が身に付いていたことに気づいた。6 年間を通して

大変楽しかった。 

 

☆英語力が伸び、その使用に抵抗を感じなくなった。また、ＳＳＨなどの取組において、英語を前提とした活動が多くあり、「英語は手

段」であり、決してその学習のみで満足してはいけないことを痛感した。また、関連し、英語やＡＴＬスキルなどの習得を通し、批判

的思考や多角的視野を得ることができた。これは、生涯の学習者の 1 人として非常に大切なスキルだと思う。 

 

☆開成中等での 6 年間は受験がなく、勉強やその他のいろいろなことを自分で計画して行っていかなければいけない。途中で諦

めることもできるし、ずっと続けることもできると思う。その中で私は「計画を立てる力」を伸ばすことができ、自分で自分をコントロ

ールする力を身に付けられたと思う。 

 

☆6 年間で私が最も成長したと感じている点は、視野を広く持つように努めるようになったこと。様々な国に行き文化に触れ、自分

とは異なる道を歩んできた人たちとの出会いを通じて、徐々に自分の将来が色鮮やかになっていくような気がしました。特にＤＰを

通して日本の受験に縛られない教育を受けることができた経験は、一生活きていくように思います。 

 

☆周りの友達が個性豊かで話せる人が多く、初めはおじけづいていました。しかし、6年間で自分のアイデンティを見つけることがで

きたと思います。これは周りに自分のことを分かってくれる友達が常にいたこと、そして全力を注げる部活動があったからだと思い

ます。周りの人をよく見て発言し、行動する力が私のアイデンティティであり、長所であると考えることができるようになりました。 

 

☆入学した当初は開成中等としての1期生ということで、前例がなく新しい授業スタイルに戸惑う場面が多かったです。特にレポー

トやプレゼンは小学生の時にやっていたこととはガラリと変わっていたので、少しずつ手探りで頑張っていたなぁという記憶がありま

す。取り組んでいた当時は「大変だ」という思いが強かったのですが、今思えば卒業後の自分の人生に役立つスキルをじっくりと育

むことができて良かったです。また外国人の先生や姉妹校からの留学生との交流、海外研修などを通じて国際的な経験もたくさ

ん積むことができました。本当に開成の 6 年間は自分の人生に様々な刺激を与えてくれたと思います。 

 

４期生の保護者の皆様、６年間ありがとうございました。今日の良き日を迎え、喜びもひとしおかと存じます。 

この日を迎えることができたのも、ひとえに皆様のご協力があってこそと感じております。４期生の成長に関わる

ことができ、本当に嬉しく思います。４期生の皆さんの未来が明るく幸多きものであることを祈っております。 

５年生の保護者の皆様、いよいよ来年度は５期生が６年生になります。より一層、保護者と学校が一つになり、

生徒を成長させたいと思っております。今後とも、よろしくお願い致します。 


