
 
 
 
 
 

先生からのメッセージ 

 

これからも、自分の軸をもち、相手の軸を認めていけるような、人を目指していきましょう。お互いにチャレンジをしていこう。４年次の生徒

は個の力を伸ばし、３年生は高校として更に成長して姿を見せてくださいね。１年間ありがとうございました。 （3-f 担任） 

 

 「好きなことを大事にしてほしい」一年間皆さんに伝え続けたメッセージです。何かに迷ったとき、つらくて苦しいとき、そんなときに立ち返れる「好きなこ

と」という軸を、大事にしてください。 

とはいっても、好きなことがない、打ち込めるものがない、将来の夢がないという人もいるかもしれません。大丈夫です、それに出会うための１０代です。

これらの人生の大切な要素というのはそう簡単には手に入らないんです。手に入らないからこそ色々なことに挑戦して、行動して、いつかビビっとくるもの

と出会えるかもしれないんです。挑戦したり行動したことが「無駄だった」と言われたり、思ったりすることがあるかもしれません。そのときは、「やってみよう

と思って行動できた自分」を振り返ってみてください。誇らしく思ってください。結果が思っていたものと違っても、全力で行動できた自分にまず満足してく

ださい。なぜなら、それは素晴らしいことだからです。この先の学校生活がたくさんの行動と挑戦に満ちあふれることを祈っています。 （3-b担任） 

 

 今年はコロナも収まり、様々な行事や活動が通常にできるだろうと妄想していましたが、制限が引き続いた年でした。そんな中、校内外でで

きる取組に積極的にトライする姿や、卒業後の目標を目指して勉強に向き合い始める姿勢を見ることができ、“おぉ、成長しているじゃないか”と

多々感じることができました。僕がこの仕事をしている原動力です。発展期での更なる成長を心から楽しみにしてますよ！ （4-e 担任） 

 

Many THANKS!!! Many thanks for everything... especially for your support and understanding. I know that having a foreign 
teacher as home-room teacher is not easy, but you managed to be very independent and resourceful.  Keep up the good work, and 
keep in mind that you can count on me for anything anytime.A bien tôt !!（4-c 担任） 
 

Congratulations on completing this school year. Now you have a little more to do. You`ll be on our way to university soon and 
work after that. But before you go, there are somethings that I would like to tell you. 

Never forget that you’re IB students and that the level of education is much higher than 90% of other schools around the world. 
For now it’s a privilege to have an education like this. I hope that it becomes a rite of passage for all children around. Everyone 
deserves an equal opportunity, but without a doubt there will be a different outcome depending on your effort. I have higher 
expectations for all of you and that’s a good thing. If I didn’t, than you should be worried because that would mean I wouldn’t be 
able to trust you with the fate of the world. The fire of knowledge is being handed down to you so that you can lead the next 
generation to a better future. 

The responsibilities are much greater... and you must be better... promise me you’ll be better... Many people around the world 
have hope in religion and gods/ goddesses... but I have hope in you. I have hope in humanity and that we will someday set aside 
our differences and work together for not just the good of our future but for the good of the planet and all the species that reside 
within it. I want humanity to travel throughout the solar system, galaxy, and universe. But we have to get our attitude right before 
we can do all of that. It would be a tragedy if humanity never matured to a space fairing civilization. Don’t let humanity just be a 
whisper or a blip in the vast time of the universe. Be strong and brave, help those who are weaker than you because one day they 
can have the solution to the world problems that we have today. Everyone child has the potential to save the world. And if you have 
no hope in yourself, know that I believe in you. If you fall we are here to pick you up again. All you have to do is let us know. It’s 
never too late to change and become better. It’s never too late to fix the wrongs we have done. We may not be able to change the 
past but we can still change our future by taking action in the present. 

Know this, students of Kaisei.... There is no one person who can save the world... It is a combination of many minds working 
together. We must learn to love each other as brothers and sisters around the world. It is the only way that we can become global 
citizens. We can solve all of the problems that we have. All you have to do is look in the mirror and see that there’s a hero inside of 
you. I believe in you and always will. We all have a part in this crazy world that we’re trying to fix. It doesn’t matter how small or 
big that contribution is... do what you can because “You are what you do”. So let your actions speak for you... enough said... Now, 
go and do.（4-d 担任） 
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あえてチームも学年もばらばらに掲載します。 

お世話になった先生だけでなく、ぜひ充実期全教員のメッセージを読んで欲しいです。 



3 年生の皆さん中学生卒業おめでとうございます。皆さんと 2 年間一緒に過ごしている中で、たくさんの思い出や経験が増えてとても

幸せな時間でした。充実期の目標である「自分の軸」は見つけられましたか？様々な価値観に触れることで皆さんも私自身も、もっと大

きく確固たる軸を見つけ成長できたと感じています。これからは高校生ですね。良いところは伸ばし続け、改善点や不安なところは周りと協

力しながら壁を乗り越えていってください。応援しています！ 

4 年生の皆さん MYP・充実期修了おめでとうございます。プレコズモサイエンスで 3 年生をリードしている頼もしい姿が印象的でした。

次年度からは発展期の生徒として学校全体を引っ張っていってください。期待していますよ！時間はあっという間に過ぎてしまうものなの

で、悔いが残らない学校生活を送れるよう願っています。 （3-e 担任） 

  

日に日に、目に見えて成長していく皆さんと過ごせてとても楽しかったです。この 1 年は皆さんと広く関われてよかったなあと思います。

来年は深く関われるといいなと思っています。よろしくお願いします。 （充実期担当） 

 

To the third year students. Many of you have matured and increased your confidence level. You have learn to be risk takers and 
good communicators. Keep up the great work!  

To fourth years. You continue to inspire me with your amazing personal projects, cosmo projects and your communication skills. 
Continue to be good global leaders! I wish you all the best for your futures!  
Regards, （3-d 担任） 

 

変化の多い 1 年間でしたが、みなさんは安心安全に充実した学校生活を送ることができましたか？これからの生活でも、みなさんは

様々な変化と向き合うことが予想されます。変わるべきもの、変わらないもの、変えてはいけないもの、変わり続けるもの。 

なりたい自分になるために、これまで培ったものの見方も活かして学習者として挑戦を続けてください。応援しています。 （充実期主任） 

 

３年生のみなさんは、「高校 1 年生」6 年間の折り返し、後半のスタートです。4 年生の皆さんは「高校 2 年生」、人生のなかで一番

「発展」する時期かもしれません。コロナに負けず、日々の学校生活を楽しんで下さい。 （4-b 担任） 

 

学校でも、家庭でも、社会に出てからであっても、多くの人があなたの成長のためを思い、助言をしてくれるはずです。時には、「一から十まですべて、

手取り足取り育ててほしい」、そう感じてしまうときもあるかもしれません。でも、きっと、一番よく自分を成長させられるのは、自分です。どのように知識、

スキルなどを身につけていくべきか考え、実行できるのは自分だと思います。今後も皆さんが、より自分を成長させられるよう願っています。（3-c 担任） 

 

充実期は、本当にいろいろな変化がある 2 年間でしたね。来年度、3 年生は義務教育を修了し、いよいよ高校生へ。4 年生は発展期へ進級

します。私たちは、何かを行う時、結果が分かっていると安心して取り組めますが、結果が分からなかったり、どこに繋がっているのかわからないと、

途端に臆病になってしまうことがありませんか？やらない理由を一生懸命に探す。ダメになっても傷つかないように、最初から保険をかけて受け身

になる…。世の中は、結果の分からないことだらけです。そして、一つのことが、思いがけなくいろいろなところに繋がっていることに後で気づくことも

あります。先が見えない時、影におびえるよりも、ワクワクして進んでいける。そんな風に今を一緒に楽しんでいきましょう。 （充実期副主任） 

 

 子どもから大人へ変わろうとしている皆さんに、人生の少し先輩として、社会人になって感じた事を書き記しておこうと思います。話しを聞いてくれ

る人、問題の解決に手を貸しくれる人、機嫌をとってくれる人、やる気スイッチを見つけてくれる人 etc…そんな人は大人になると周りに存在しませ

ん。そうして欲しければ、お金を払わなければいけません。ただし、お金が無くともそんな人たちが周りにいる人がいます。それは、人間性に優れる

人、成長しようと一生懸命な人です。皆さんの大人になったらどんな人で在りたいですか？大人になるまで、どうするべきですか？（4-f 担任） 

 

昨年度と今年度の２年間、充実期に携わることができて、本当に楽しかったです。疑問や悩みの正解は、大人が「教える」のではなく、皆さん

自身が考え（時には苦しみ）答えを導いてこそ、成長に繋がっていくんだな～ということを確認できる場面に何度も遭遇して嬉しくなりました。私が考

える『自身で成長していくために必要な要素』は以下の３つです。 

『①素直、②謙虚、③楽しむ姿勢』（←あくまで私が考える３つですからね！） 

素直であれば、純粋な目で真実を見抜くことができます。人の噂やデマ、周囲の人に振り回されることもありません。 

謙虚であれば、周囲の人から、たくさんのアドバイスをいただくことができます。自分の行動を修正する機会が自ずと訪れます。 

楽しむ姿勢があれば、チームでより高い目標に臨むことができ、ひとりで頑張るよりも、もっと大きな喜びと充実感が得られます。 

以上が、私の考える成長への近道です。偉そうに書きましたが、自分もまだ全てを実行できていません。できているなと感じる日もあれば、そうじ

ゃない日もあります。でも、この３つを意識することは心がけようと思っています。皆さんが考える『成長できる要素』は何ですか？次年度に向けて

（心と体が大きく成長するこの時期だからこそ！）考えてみて下さいね！（3-a 担任） 

 

4 年生の皆さんとは 4 年間、3 年生の皆さんとは 1 年間とても充実した日々を過ごすことができました。どうもありがとうございました。生徒の皆

様におかれましても、これからもそれぞれの夢に向かって、一歩一歩着実に努力を積み重ねていってください。応援しています。 （4-a 担任） 

一年間ありがとうございました。また来年度、元気に会いましょう。 



【４年生】MYP 修了式 

 ３月１１日（金）に４年生はMYP修了式を行

いました。これは、４年間のMYPでの学びや思

い出を振り返り、新たな気持ちで発展期へと進

むことを目的としています。企画・運営は生徒中

心で行いました。４年間を写真で振り返ったり、

７期生に関するクイズに挑戦したり、先生方から

のメッセージ動画を視聴したり・・・。運営スタッ

フが工夫をこらしてくれたおかげで、すごく楽しく、

かつ自分自身の成長を感じられる式にすることができました。なかなか行事ができ

ない年でしたが、最後に笑って終えることができ、またこれからの成長もとても楽し

みだと思える式になりました。発展期でも頑張りましょう！ （充実期担当） 

 

【３年生】SA 報告会 

３月１１日（金）に各チームで SA 発表会を行いました。発表内容は「第二回目 SA

の振り返り」と「来期への意気込み」でした。ｂチームで多かった SA は「雪かき」で、理

由は「毎年必ずニーズがそこにある」からであると担任は推測しています。他にも、「通学

路の危険度マップの作成」や「保護猫カフェでのボランティア」、「国文法のラーニング

セミナー開講」や「児童会館でクイズ大会」など、自分の興味とニーズをうまくつなげた

SA も多く見られました。また、成果の写真やスライドをお互いに見せ合うのは楽しく、

クイズなどでは特に盛り上がっていました。 

SA はただのボランティアではありません。ニーズを「調査」し、「計画」をたてて、

「行動」にうつしたのちに、「振り返り」を行う。このサイクルが非常に重要で、探究の

サイクルにも繋がっています。今年度の SA 活動よく頑張りましたね。来年度も皆さん

がどんな貢献をしてくれるのか楽しみにしています。 （3-b 担任） 

 

 

 

 

 

 

 

←MYP 修了証を受け取る２人は入学式で「誓いの言葉」を述べ

た人たちです！今回は発展期へ向けた「SELF 宣誓」をしました。 

ウクライナへの募金活動が行われました 

３月１４日（月）～１８日（金）までの期間、ボランティア局が中心と

なり、校内でウクライナへの募金活動が行われました。本校ボラン

ティア局は２０２０年からウクライナのゴールボールチームとの交

流があり、今回の状況を知って３年生の生徒が企画し、３・４年

生を中心に活動を進めました。募金にご協力くださった皆様、あり

がとうございます。 



【新年度の連絡】 

４/８(金）服装：4 アイテム 上靴忘れずに！  

＜持参するもの＞ 

☆保健室関係提出物  健康カード  運動器検診問診票  振興センター申込書 

 心臓検診事前調査票（新４年のみ） 

☆その他  授業展開確認票(新５年のみ) 

＜登校教室＞ 

新４年→旧チームで４年生の教室に入室 

a：数学２ b：数学３ c：数学４ d：数学５ e：数学６ f：数学７ 

新５年→新クラスで５年生の教室に入室 

S：２組(英６) E：３組（英７） L：１組（英５） F：４組（英８） 

＜日程＞ 

～８：２５登校 

８：４０～大掃除、連絡、各種配布物、各種書類回収 

９：４０～着任式・始業式 

１０：２０～HR 新チーム発表（新 4 年） 

１１；００～新５年放課、新４年入学式設営協力 

 

４/11(月） 

＜持参するもの＞   

☆教科書販売→  配布済みの封筒（副教材用の封筒は自分で用意します）にお金を入れて持参す

ること 

（教科書を入れる袋や名前を記入する油性ペンがあると便利      

☆その他      kaisei life  お弁当（新 5 年生で TOK・EE 選択者のみ） 

＜登校教室＞新４，５年教室 

＜日程＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４/１２(火）：授業開始 

 

最後に‼‼‼ 春季休業中、心身の健康に十分留意してください。Google classroom での健康観察を

忘れないでください。先生方に話したいことや相談事があったら、休業中でも遠慮せず学校に連絡

してくださいね。では、来年度また会いましょう  

 

 新４年 新５年 

１ ８：５０～ チーム写真撮影 学級写真撮影 

２ ９：４０～ 教科書販売（多目的室前） 発展期集会（体育館） 

３ １０：３５～ 充実期集会（体育館） 自己紹介・委員決め 

４ １１：２５～ ライフスキル（体育館） 教科書販売（多目的室前） 

５ １３：１０～ 下校 下校（TOK 選択者は授業） 

６ １４：００～  下校（EE 選択者は授業） 

７ １４：５０～  下校 

      

  

  

   

   


