
 
 

The Ideal English Teacher for Me 
Hiroyuki Fujita, Chief of 1st Grade 

  I will tell you about a person whom I respect.  His name is Hiroshi Tamura.  He was a table tennis 

player in his school days and loved table tennis very much.  He wanted to be a table tennis coach in 

the future.  After graduating from college, he became an English teacher in Tokushima Prefecture.  

He coached his students with table tennis very hard, so his team became better day by day.  When he 

worked for Tokushima Municipal High School, his team won prizes several times in the annual Inter 

High School Table Tennis Championship.  At last his team won the first prize at the National Athletic 

Meet in 1967.  His dream to make it as the No.1 team in Japan came true!  After this, he worked for 

other high schools and was also a successful table tennis coach.  In 1993, he wrote a book about his life 

as a table tennis coach, titled "Takyuu ni Ikiru."  He retired from work in 2002. 

   He was not only a good table tennis coach but also a good English teacher.  He studied hard to 

deepen his knowledge and he took great effort to make his English lessons better.  He wrote some 

books about English education.  One of them is "Dainamikku Eigo Kyouiku."  It was published in 

1991.  In this book, he shows us what he tried in his English lessons.  He was interested in various 

kinds of topics ― human rights, natural environment, war and the atomic bomb, English poems, and 

so on.  I think it took him a lot of time to study these topics.  Later he won prizes for his works as an 

English teacher. 

   As for me, I have been teaching high 

school English and coaching my table tennis 

team for more than 30 years.  Through my 

experience, I found it difficult to do the same 

things as Mr. Tamura did.  He did his best 

and succeeded both as an English teacher 

and as a table tennis coach.  For these 

reasons, I respect him very much.  He is 

the ideal English teacher for me. 

                                                                                             

 

商業高校生徒研究発表会に参加しました 

２／１１（祝）神戸市立新長田勤労市民センター・ピプレホールにおいて第 32 回商業高校生徒研究発

表会が行われました。明南からは１年次生が参加し、「私たちの視野を広げよう」というテーマで発表を行

いました。発表内容は「地域産業学習」年次代表の明石土建工業株式会社についてのプレゼンをはじめ、

１学期・２学期に取り組んだ内容を簡潔にまとめ発表しました。生徒研究発表会に関わった１５名は、臨

機応変に対応しながら、他校にはない、とても素晴らしいプレゼンテーションをしてくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆日数谷さんの感想文 

 今まで「産業社会と人間」の授業を通していろいろなことを経験させていただきました。その中でも自

分にとって生徒研究発表会は心に残るものになりました。人前で発表するのは覚悟とみんなの支えがあっ

てこそ成り立つことだと改めて感じさせてもらえました。発表に向けてメンバー同士でお互いに協力して

準備・練習をすることや、何か問題が起きた時に臨機応変に対処することも大切だと気付きました。また

大きな仕事をやり遂げる経験をすれば、必ず結果がついてくることも教えてもらいました。明南はこのよ

うな将来のために役立つ経験ができる場所です。だからこそ今回学んだことをこれからに生かし、また発

表する機会があれば、今回を上回る発表にしたいです。これからも学び続けたいと思います。 

 

◆発表会登録メンバー 

杉本萌奈さん（２組）、船越章さん（２組）、日数谷実鈴さん（３組）、藤本央誠君（３組）、 

前川奈々さん（３組）、吉母実鈴さん（３組）、岩井葵理さん（５組）、杉野天馬君（５組）、 

中田陽菜さん（５組）、中村梨未さん（５組）、新田小夏さん（５組）、大西このかさん（６組）、 

仮谷みるさん（６組）、藤川佳己君（６組）、宇野奈津子さん（７組） 
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発表会当日の様子 発表スライドの一部（吉母さん作） 



水泳部・村上汰晟君（５組）シンガポール遠征日本代表に！ 

 日本水泳連盟より 2019 年度ジュニアブロックシンガポール遠征の日本代表選手に選ばれました。おめ

でとうございます。遠征期間は直前合宿を含め３／１３（金）～２３（月）です。実り多い遠征となるこ

とを祈ります。以下村上君の遠征への抱負を掲載します。 

◆村上君の抱負 

 今回ジュニアブロックシンガポール遠征日本代表選手に選出していただきました。海外遠征は初めて 

なので、いつもと違った環境や世界という舞台に緊張しています。ですが今目標にしているインターナシ

ョナルの標準記録を突破できるように頑張ります。日々の練習に積極的に取り組み、目標を達成できるよ

うに挑戦してきます。応援よろしくお願いします。 

 

ウエイトリフティング部・山本来望さん（２組）近畿大会５位！ 

１／１８（土）・１９（日）に大阪府羽曳野市立総合スポーツセンター（はびきのコロセアム）で行われ

た第２４回近畿高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会で5位入賞しました。おめでとうございます。

記録はスナッチ33㎏、C＆ジャーク47㎏、トータル80㎏でした。 

 

最近気になっていること ☛ 社会に出た時にこれでは困りますよ！ 

★提出物 

 各教科でテスト前のノートやプリントの点検が行われていますが、きちんと完了していますか。英語の

週末課題の提出状況を見ていても、課題を出せない人は毎回ほぼ同じ顔触れです。自分を変えるスイッチ

を早く入れてください。成績はテスト以外の要素（授業中の取り組み、提出物、etc）も加味されますので

最後に損するのは自分自身です。未提出課題のある人は至急提出してください。 

★出欠状況 

 ７４回生全体として欠席が非常に多いです。先日進路指導部就職担当・戎井先生から「７４回生の就職

希望者は毎日きちんと出席していますか？」と問い合わせがありました。２学期にも書きましたが、人気

企業への就職は大変厳しく、皆勤またはそれに準ずる出席状況でなければ内定をもらうことは難しいです。

就職希望者に限らず欠席が多いのはマイナスに見られます。現時点での出欠状況を把握したうえで、今後

欠席の無いように健康管理をしていきましょう。 

★時間厳守 

 ときどき授業開始に間に合わず、遅刻扱いになる人がいます。教室移動が結構大変な日もありますが、

あらかじめわかっていることですから、早めに移動を開始しましょう。「時間厳守」の意識を強く持ってく

ださい。 

年度末考査１週間前です！平日３時間、休日７時間の勉強を！！  

年度末考査１週間前になりました。部活動も原則休みなので学習時間をしっかり確保してください。１

年次最後の考査です。今までで一番よい結果が出るように期待しています。成績優秀者数は１学期と比べ

て２学期は半減しています。何度も繰り返し勉強をして試験に臨んでください。１、２学期に欠点科目の

ある人は、年度末考査で相当頑張らないと、単位習得に差し支えが出てきます。危機感を持ってテスト勉

強に取り組むこと！ 

今回も学習時間はきちんと記録していきましょう。 

 ★「学習シート」を配布された人 ➡ 学習シートに記録をすること 

★スコラ手帳モニターの人 ➡ １日の［思った事・感じた事・メモ］欄に教科別に記録すること 

２学期に引き続き英語はユメタン（コミュ英Ⅰ）・英作文（英表Ⅰ）満点者数第１位のクラスには『年

次主任賞』を用意します。２学期末考査満点２４人の６組を上回るように頑張ってください！！６組の３

連覇を阻止するクラスが現れるか楽しみにしています。低レベルの結果に終わった場合、賞はありません。 

 

年度末考査時間割および確認事項  

  2／25(火) 2／26(水) 2／27(木) 2／28(金) 3／2(月) 3／3(火) 

１限 8:40～9:30 数学A 国総A 英表Ⅰ 9:00登校 

 

卒業式 

国総B 化学基礎 

２限 9:45～10:35 コミュ英 現代社会 家庭基礎 数学Ⅰ 保健 

３限 10:50～11:40   卒業式 

予行 

社会と情報  

４限 11:50～12:40     

8:30着席完了を徹底してください。SHRで出欠点呼を行います。 

欠席・遅刻をしないように、体調管理をしっかりしましょう。 

 

※ 欠席・遅刻をする場合 

   ・必ず、保護者の方から学校に連絡をしてもらってください。 

   ・欠席の場合は必ず病院を受診し、次に登校した際は担任の 

ところに行くようにしてください。病院を受診した証明（領収書など）がなければ０点扱いとな 

ります。 

※ 試験期間中の携帯電話・スマホの取り扱いには十分気をつけること。持っている場合は電源を切

り、カバンの中にしまっておく。カバン横のポケットに突っ込むのも見えるのでダメ！できれば

持ってこないように！不正行為（０点）とみなされないように各自責任を持ちなさい。 

体調管理も勉強のうち！ 


