
 

「１年次を振り返って ＆ ２年次に向けて」 

 

年次主任 竹谷 将幸 

 以前、年次集会でお話しした内容で、3年間を 9学期で考えようと言ったことを覚えていま

すか？その 9学期のうちの 3学期が終わろうとしています。残り 6学期あるのですが、卒業後

の進路を考えてみると、推薦と就職が 8学期、一般が 8学期か 9学期に試験となります。とい

うことは、入試の書類に含まれるのは 7学期までの成績が重要だということになります。7学

期が終わるまであと 4 学期。あっという間です。「いつから準備を始めるのか？」という問い

の答えは、「今すぐ！」です。2年次は進路を考えることにより一層力を入れていきたいと思い

ます。 

 

年次副主任 原 彰吾 

 あっという間に１年が終わってしまったと感じている人はいませんか？充実していた人や

時の流れに身をまかせた人は、そのように感じたのではないかと思います。時の流れに身をま

かせた人は、気を付けないといけません。このままでは、あっという間に高校生活が終わりま

す。充実した高校生活を送るために、2年次では、相手意識の部活動や友人関係は勿論ですが、

とくに自分意識の勉強に力をいれて欲しいです。本当に自分の内面を真剣に見つめ、将来の進

路に向かって、邁進する 1年にしましょう。 

 

年次副担任 長谷 有加里 

最近うちの 3 歳児達は、絵本やテレビに出てくる生き物を「ガブする」or「ガブしない」の

二分法で分類しています。ライオンはガブする、金魚はガブしない、ママはガブしない(?)とい

うように。さて、みなさんは 4 月から 2 年次です。学校行事、授業、部活、あらゆる面で中心

的な役割を果たしていくポジションです。学校生活の様々な場面で「サボれる」or「サボれな

い」と考えて隙あらば手を抜こうとするのはやめて、普段も特別な日も全力で取り組みましょ

う。その代わり、ON と OFF の区別をきちんとつけてメリハリのある生活を送ってほしいと

思います。まずは春休みを計画的に過ごしましょう！ 

 

１組担任 原田 真行 

 しなければならないと分かっていることをしなかったり、自分が自分自身に期待しているこ

とをできなかったとき、後悔や負い目といったネガティブな気持ちを私は抱いてしまいます。

そのようなことが続くと、自分に自信が持てなくなり、物事を普段とは違った視点で捉えてし

まうことが多いです。責められてると感じたり、自分だけが不運を背負わされていると感じた

りします。そういう捉え方をしないように、いつも自信をもって過ごしていけるよう努力をし

たいと考えています。 

 

 

 

２組担任 原田 裕也 

高校生活最初の１年が終わりました。やるべきことは、きちんと最後までやり遂げることが

できたでしょうか？やり残した事はありませんか？来年度に向けて、また、将来の理想の自分

に向けて。春季休業中に１年を振り返り、やり残しは済ませ、新たな１年に向けての目標を設

定しておきましょう。来年度も頑張りましょう！！ 

 

３組担任 中本 早紀 

 ３組のみんな、最高に楽しい時間をありがとう。 

 ７５回生の皆さん、もうすぐ新しい年次のスタートです。 

 さぁ、これからどんな毎日が待ち受けているのか、今から益々楽しみです！ 

 

４組担任 來住 翔太 

 明南での最初の１年はどうでしたか？私も皆さんと一緒に明南に来て、最初の一年を終えよ

うとしています。環境が変わると、戸惑うほどの変化に圧倒されることもありますね。皆さん

は、その変化をどう乗り切ってきたでしょうか？人によってはまだまだ今乗り切ろうとしてい

るところ、という人もいるかもしれませんね。その中で、私が思う明南生の良いところは、自

分の表現をしっかりできる、というところです。自分の意見を人に話す、書く、伝えるという

ことが、皆さんは非常に素直にできます。これはすごいことですよ。 

 一方で、苦手なことに対しては、少しためらう部分やチャレンジできない部分もあるのか

な？と思ってもいます。来年度は得意なことをしっかりと伸ばし、苦手な部分にも果敢にチャ

レンジしながら壁を乗り越え、いろんな分野で自分を表現できる、そんな成長を期待していま

す。 

 

５組担任 世木 良典 

ハラハラドキドキの合格発表からすでに 1年が経ちました。この 1年で、叶えたい夢、目指し

たい目標にどれだけ近づけましたか。今の自分に足りないものは何ですか。 

2年次も、「どうせ無理」とあきらめずに、いろいろなことに挑戦しましょう。 

青春を楽しみましょう。 

 

６組担任 日野 瑞穂 

Time Flies!（時は飛ぶように過ぎていく）日本語では「光陰矢の如し」ですね。一年間意外と

あっという間でした。あと２年なんて本当に一瞬です。高校生のうちにやりたいことも、やら

なければいけないことも山積みでしょう。楽しいこともしんどいことも妥協することなく全部

にチャレンジしてください。みっちり中身の濃い日々にしていきましょう。 

 

７組担任 柴﨑 千晶 

 1年間お疲れさまでした。今の皆さんに伝えたいのは、「もう少し長いスパンでものを考えて

行動してほしい」ということです。目の前の考査や小テストをなんとか今だけ乗り切ればいい

というのではなく、2 年後 5 年後 10 年後を考えて、どうすれば自分の望む未来が得られるの

か、と常に自問自答しつつ行動を修正していく習慣をつけてほしいと願っています。応援して

います。 

（裏面につづく☞） 
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✈新学期 4/8(木)に必要な物✈ 

・靴袋（登校時、外履きを入れて教室に持って上がってください。靴箱の中はカラにする。） 

・二者面談シート（完成していなくても持ってくること。） 

・黒のボールペンと、黒の油性マジック 

・ぞうきん 2枚 

 

✈春季休業中の課題一覧✈ 

各教科より、春休み中の課題が出ています。4/9(金)には課題考査もありますので、しっかりと

取り組みましょう。提出期限があるものは遅れずに出すように。 

教科（科目） 課題内容 提出日 

国語 ①リテラ現代文１ １４ ～ ２４  

（「漢字 定着問題」ｐ７８ｐ７９を含む） ｐ５２～ｐ７９ 

②よむナビ古典１  

古文  １４  １５  

（「文法のまとめ」ｐ３８ｐ３９を含む）ｐ３４～ｐ３９ 

漢文  ９ ～１２  

（「句形のまとめ２ ｐ６６ｐ６７を含むｐ５８～ｐ６７ 

解答の上、課題考

査当日の終わり

のＳＨＲで提出

し 、 ① は 現 代

文 、②は古典の

各授業担当者へ 

（課題考査範囲

は別紙） 

小論文 小論文チャレンジノートを完成させる  4/8 担任に提出 

数学 ①スタートダッシュ 

教科書の例や例題を参考に、基本事項を確認しながら取り組も

う。特に〇のついた問題は確実にできるようになろう。 

 

②スタディサポートの解きなおし 

特に「公式理解」の問題は解けるようになろう。 

①のみ 

答え合わせをし

て課題考査当日

に提出。 

理科 六訂版リードα化学基礎+化学のｐ40～４３および、ｐ58～

ｐ66 についての全問題に取り組む。ワーク用のノートを作成

しなさい。 

課題考査につい

て、理科は実施し

ません。また、課

題提出について

は最初の授業に

担当の先生に提

出すること。 

英語 コミュ英Ⅰ 教科書 L９＆L10 を読んで、Fill-in Notebook 

p.76-p.95 を完成させる。（！ポイントの①②③は下に日本

語訳を書くこと。） 

英表Ⅰ 

① be ワークブック p.78～p.85 問題を解き答え合わせ。 

（ 解答・解説 p.38 に例文の訳が載っています。） 

② be 参考書 p.233～p290 の check の問題を解いておく 

  ( 解答は be 参考書に載っています ) 

英表 I は①のワークブックと②の check の問題が考査範囲。 

答え合わせをし

て課題考査当日

に提出。 

 

①のワークブッ

クのみ課題考査

当日に提出  

総合的な探究

の時間 

2 年次 1 学期に読む「新書」を用意すること。 

※新書とは、主に 173×105mm の大きさのノンフィクショ

ンを扱った本のことです。様々なテーマが読みやすい分量で書

かれています。岩波新書、朝日新書、講談社現代新書など、各

出版社が 1 つのジャンルとして出版しています。新しく出版

される本のことではありません。詳しくは別配布プリントを参

考にしてください。 

別配布プリント

の切り取り線以

下を、期日までに

提出すること。 

簿記 教科書Ｐ1～31 をよく読んで理解しながら「はじめての簿記

問題集」Ｐ4～15 をやる。 

※課題考査あり（数学の課題考査と同じ時間になります） 

最初の簿記の授

業時に提出する

こと。 

 

✈2年次 1学期課題考査✈ 

4/9(金)課題考査の日程は以下の通りです。 

春休みの課題にしっかり取り組んで準備しましょう。 

SHR 

8:30～8:40 

1 校時 

8:40～9:30 

2 校時 

9:40～10:30 

3 校時 

10:40～11:30 

4 校時 

11:40～12:30 

5 校時 

13:15～14:05 

6 校時 

14:15～15:05 

健康ﾁｪｯｸ 国語 英語 数学・簿記 LHR LHR 離任式 

 

✈今後の予定✈ 

3/23(火) 終業式・表彰伝達 

3/24(水)～ 春季休業 

3/26(金) 生徒登校禁止日 

4/ 8(木) AM着任式・始業式、PM入学式 

4/ 9(金) 課題考査、離任式 

4/12(月)～16(金) 面談週間(45分授業) 

4/22(木) 生徒総会 

4/23(金) 校外学習 

 

✈明石南高校ホームページ等✈ 

☆ 明石南高校ホームページ https://www.hyogo-c.ed.jp/~meinan-hs/ 

☆ はなまる連絡帳（一斉メール送信サービス） 

☆ 明石南高校 ０７８－９２３－３６１７ 

☆ 明石南高校 75回生年次団メール meinan75kaisei@gmail.com 

平日8:00～16:45は学校電話へ、それ以外の時間帯は75回生年次団メールへ連絡してください。 

年次通信のバックナンバーは、学校ホームページの各種通信にカラーで掲載しています。 


