
入学おめでとうございます 

 
 

 

 

74 回生の皆さんご入学おめでとうございます。今日から明石南高校での高校生活が始まります。

不安と期待が入り混じった気持ちだと思いますが、できるだけ早く新しい生活に慣れてください。高

校では授業以外にも学校行事や部活動がありますが、やはり中心になるのは毎日の授業です。中学校

に比べたら学習内容も難しくなり、進度も早くなります。学習内容がきちんと身に付くように、担当

の先生の指示をよく聞いて、真面目にコツコツ取り組みましょう。 

さて、この年次通信のタイトルの『啐啄』という言葉を知っていますか。読み方は「そったく」で、

「啐」は鶏卵が孵化しようとするとき雛が殻を内からつつくこと、「啄」は母鶏がそれに応じて外か

ら殻をつつくこと、を意味しています。そこから①禅宗で機を得て学人と師家との両者の心が投合す

ること、②逸してはならない好機。それぞれが具合よく合致して、それを逃すと他には得られなくな

るような機会や時、という意味で使われています。高校生活を通して成長していこうとする 74回生

の皆さん（啐）と皆さんの成長を支える私たち年次団（啄）の出会いがまさに掛け替えのないものと

なることを願ってこのタイトルとしました。それでは皆さんひとりひとりの「夢実現」に向かって頑

張っていきましょう！ 

 

 

 

 

年次主任 藤田 裕之（ふじた ひろゆき） 

Hello!  Welcome to Akashi Minami High School!  My name is Hiroyuki Fujita.  I’m in charge 

of the first-year classes and I will teach you English.  You must be a little nervous about your 

entrance into high school.  At the same time I think you are eager for your high school life to 

begin!  I want all of you to do your best here at Meinan to make your future dreams come true.  

We Meinan teachers will help you to do so.  Now, let’s study hard and enjoy your school life! 

 

 

 

 

副主任 山岡 龍也（やまおか たつや） 

入学おめでとう！７４回生副主任、保健体育担当の山岡です。今回は、入学したみんなに１つだけ

覚えておいてほしい言葉を記します。 

『夢は逃げない。逃げるのはいつも自分だ。』 

「無理、無理。そんなん夢のまた夢やろ。」「遠い夢やな…。」「夢が大きすぎるやろ～。」夢に大き

い、小さいはありません。夢に近づこうと本気で努力しましたか。自分なりに努力はしたけど、途中

であきらめましたか。どの場面を思い浮かべたとしても、『夢』の位置は変わっていません。 

自分が
．．．

あきらめた。 

自分が
．．．

途中で投げ出した。 

自分が
．．．

努力をしていない。 

自分が
．．．

まだ何も動き出していない。 

そもそも自分が
．．．

『夢』をみつけられていない。 

叶えられない夢はありません。絶対に叶えないといけない夢もありません。その時その時で、自分

にあった『夢』の方向に進んでいってください。７４回生のみんな、自分で『夢』をみつけ、自分で

『夢』に近づこう！！３年間よろしく！！ 

 

１組担任 田岡 靖子（たおか のぶこ） 

Hello, nice to meet you! I’m a homeroom teacher of 1-1.   Teaching the first year students here 

is the first time for me though I have worked here for two years.  Mr. Fujita and I will write essays 

in English so that you can have chances of reading in English.  By the way, have you enjoyed 

cherry-blossom viewing yet?   I have heard that cherry blossoms have power of relaxing us.  

That may make me really like that pale lavender-pink color and be looking forward to seeing them 

blooming.  If you have not done yet, you must go and see them! 

 

２組担任 笹山 瞬（ささやま しゅん） 

74回生の皆さん、ご入学おめでとうございます。したい人 10,000人。始める人 100人。続ける人

1人。やりたいと思っていても始められる人は少ない。続けられる人はもっと少ないという意味です。

1度切りの高校生活だからこそ、やりたいことは全て始めましょう。そしてそれを継続させて高校生

活でたくさんの目標を達成させてください。 
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３組担任 新庄 真実（しんしょう まみ） 

74回生の皆さん、入学おめでとうございます。3組担任、新庄真実です。教科は国語です。国語が

好きな人苦手な人、さまざまだと思いますが、国語は一生つき合っていく「言葉」を扱います。進路

実現に向けて学習するという意識だけでなく、日ごろ身近なものとして存在する「言葉」を改めて見

つめ直し、大事に使っていけるようにという意識で一緒に授業をしていきたいなと思っています。国

語の授業に限らず、高校卒業後、さらにその先でどうなっていたいかを頭に描きながら、充実した高

校生活を送りましょう！ 

 

４組担任 石田 延広（いしだ のぶひろ） 

74 回生のみなさんご入学おめでとうございます。いよいよ高校生活のスタートです。不安を抱い

ている人もいれば、期待を胸にやる気に満ち溢れている人もいると思います。どの立場であっても、

夢をかなえる方法はただひとつ。一歩ずつ着実に立ち向かうことです。すべては将来の自分のため。

明南の教育活動にはみなさんの可能性を広げる仕掛けがたくさんあります。真正面から立ち向かい、

力を伸ばしていってください。そのためのサポートはお任せあれ！ 

 

５組担任 竹内 彩乃（たけうち あやの） 

74回生の皆さん、ご入学おめでとうございます。竹内彩乃と申します。1-5の担任で、教科は国語

です。部活動は放送部と女子バレーボール部の顧問です。皆さんと一緒に楽しく学校生活を送ってい

けるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 

 

６組担任 杉田 亮（すぎた りょう） 

74回生の皆さん入学おめでとうございます。６組担任、社会科を担当する杉田亮と言います。部

活は女子バレーボール部です。人と人の出会いは一期一会。縁あってともに学ぶこととなった友人や

先生との新しい出会いはかけがえのないものです。他者を大切に、自分も大切にして 3年後には今の

自分から大きく成長した成人になって下さい。勉強や部活、その他自分が打ち込めることに夢中にな

ろう！！ 

 

７組担任 雲田 彩加（くもだ あやか） 

74回生の皆さん、入学おめでとうございます。7組担任の雲田彩加です。教科は理科です。 

勉強、部活、その他いろいろ。頑張りたいことはたくさんあるでしょう。まずは目の前の事に誠実に

取り組みましょう。１つ１つの積み重ねが皆さんを大きく成長させてくれます。１日１日を大切に、

充実した高校生活を送ってください。 

副担任 長谷 有加里（はせ ゆかり） 

ご入学おめでとうございます。副担任の長谷有加里です。教科は地歴公民を担当します。新しい環

境、新しい仲間、皆さんにとって変化の大きな春だと思います。自分のやりたいこと・するべきこと

を探して、明南での三年間を実りあるものにしてくださいね。皆さんの夢実現に向けて、しっかりサ

ポートしていきますので、一緒に頑張りましょう！ 

 

 

 

 

 予定 持ち物 

9日（火） オリエンテーション・対面式・スタディサポ

ートなど 

スタサポ活用ブック・化学春季

課題 

10日（水） Ｘ線・心電図・写真撮影・身体測定など 体操服・眼鏡（必要な人）・芸術

教科書代 

11日（木） 授業・部活動紹介 授業の用意 

※9日以降は昼食・筆記用具を忘れないこと 

※詳細は別紙参照 

 

 

 

 

遅刻・欠席等の連絡は、朝 8：00～8:30の間に、保護者から連絡してもらってください。

（8:00より早い時間帯だと自動音声が流れます。） 

 

 

                                                              

4 月当初の予定・持ち物等 

欠席等の連絡についての注意 

祝 入学 


