
 

「いよいよ２年次！進級おめでとうございます！」 

年次主任 竹谷将幸 

 2021 年は、明石南高校が 100 周年を迎える記念すべき年です。75 回生の皆さんも、今日から

新しいクラスで気持ち新たに 2年次がスタートしました。2年次は、学校行事や部活で中心とな

って活躍するポジションです。また学習面では、卒業後の進路を意識した取り組みに重点をおい

て、学習活動をより充実させていく年となります。受験なんてまだまだ先やから大丈夫とか思っ

ていませんか？進学するにも就職するにも、この 2年次の取り組み方次第で、1年後の自分が大

きく変わります。先ずは、目標を明確にすること。目標が明確になれば、自ずとやるべきことが

見えてきます。 

昨年から、自宅に居る時間が増えた人が多いと思います。しかし、その分だけ自宅学習時間が

増えたかと言えば・・・ほとんどの人は増えていないようです。自宅学習の内容をもう少し細か

く分けると、①宿題、②宿題以外の家庭学習、③学習塾といったところでしょうか？その中でも

①宿題だけで終わってしまっていませんか？大切なのは②宿題以外の家庭学習です。自分の弱点

を見つけ自分で克服するといった自主的な取り組みが必要になります。1年次の時よりもプラス

30 分か 1 時間の自主学習を心掛けましょう。時間が長ければ良いのかと言われればそうではあ

りませんが、たった 30 分でも、卒業まで積み重ねれば莫大な時間になりますので、毎日コツコ

ツと地道な努力を続けましょう。 

1 年次の初めから「学習の記録」をプリントで記録していましたが、今後は 3 月に購入した

Nolty スコラ手帳を活用して、高校生活の更なる充実に向けて活用してください。3/22(月)に

(株)Noltyから講師をお招きし、手帳の使い方講習会を行いました。手帳を使う意義として、頭

の中にあるものを手帳に書きだして整理することにより、時間を意識する習慣や自己管理力が向

上する効果が得られるとおっしゃっていました。毎日記入する基本項目として①起床時間、②勉

強時間、③就寝時間の 3点を挙げられていました。今はそれに付け加えて体温の記録をすること

から始めてみましょう。最初はなかなか慣れないものですが、書き続けることで自分の成長を実

感することができるようになります。書き溜めたものを振り返ることで行動の改善にもつながり

ます。担任チェックもあるかと思いますので、毎日書く習慣を作りましょう。 

未来の自分をつくるのは今の自分です。良いスタートが切れるように学年団で力いっぱい応援

します。「やればできる！」を合言葉にして頑張りましょう。 

 

 

✈今年度 2年次の年次団メンバー紹介✈ 

 

 主任   竹 谷  将 幸 芸術科音楽 

副主任  原     彰 吾 地歴科 

副担任  長 谷 有加里 地歴公民科 

１組担任 原 田  真 行 英語科 

２組担任 日 野  瑞 穂 英語科 

３組担任 來 住  翔 太 国語科 

４組担任 中 本  早 紀 保健体育科 

５組担任 藤 田  真 央 理科 

６組担任 柴 﨑  千 晶 国語科 

７組担任 原 田  裕 也 数学科 

 

１年次５組の担任でお世話になった数学科の世木 良典（せき よしのり）先生は、今年度から

教務部長になりました。2年次担任ではなくなりましたが、授業では引き続きお世話になります。 

 

今年度から年次団に加わった５組担任の藤田真央先生の紹介 

初めまして。6年間勤めた姫路東高校から異動してきました。担当教科は理科で、専門は物理

です。高校の時から物理が得意だったわけではないのですが、理科が好きだったこともあり、大

学は理学部の物理科学科に進学し、大学では金属（合金）の構造に関する研究をしていました。 

部活動は、女子ハンドボール部の顧問をさせていただくことになりました。自分が高校生の時

は、吹奏楽部でフルートを吹いていました。今でもたまに吹きます。運動はほとんどしてこなか

ったのですが、嫌いではありません。これから少しずつ鍛えたいと思います。 

最近はまっているのは数独。家で取っている新聞に週に１回数独が掲載されているので、それ

をやって楽しんでいます。クロスワードなども好きです。 

食べることも好きです。好き嫌いもなく、ほとんど何でも食べます。甘いものには目がありま

せん。背は低いですが、目の前にある食べ物はよっぽどでない限り食べきってしまうので「意外

とよく食べるね」と言われることもしばしばです。 

 性格は、基本的にプラス思考。大抵のことは何とかなると思いがちで、少々楽天的すぎるかも

しれませんが、物は考えようだと思っています。優柔不断なところがあるので、そこは改善する

必要があると思っています。 

 明石南の子たちは、明るく元気で部活動に力を入れているという評判をよく聞きます。そんな

皆さんと一緒に過ごしていけるのがとても楽しみです。皆さんの良いところをたくさん発見して

いきたいと思っていますし、私自身も、新たな環境で色々と積極的に挑戦していくつもりです。

これから共に頑張っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。 
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✈2年次 1学期課題考査（再掲）✈ 

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。課題の提出も忘れずに。 

SHR 
8:30～

8:40 

1 校時 
8:45～ 

9:35 

2 校時 
9:50～

10:40 

3 校時 
10:55～

11:45 

4 校時 
11:55～

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 

 

✈教室・靴箱・自転車置き場・クラスボックス等、場所が変わります✈ 

 進級に伴い、いろいろ変更点があります。まず、HR教室は 2号館 2階にな

ります。靴箱は 2 年次指定の場所へ。自転車置き場も 2 年次指定の場所へ。

職員室前の連絡ホワイトボードとクラスボックスが中央入り口付近に変わり

ます。教員に用事がある場合も職員室中央ドアを利用してください。特に 4

月は間違える人が多いので注意しましょう。 

 

✈修学旅行の行先について✈ 

2021年 10月 19日(火)から 22日(金)の 3泊 4日の日程で、修学旅行を計画しております。 

行き先は、沖縄本島となります。当初、離島も含めた旅程を計画しておりましたが、検討を重

ねた結果、沖縄本島のみの 3泊 4日で計画を進めることとなりました。詳細につきましては、後

日改めて連絡させていただきます。また、新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、行き

先や日程が変更となる可能性がありますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。 

 

✈英検のお知らせ✈ 

 年度末の年次集会で英検を受けましょうという話をしました。英検は大学入試に向けて英語を

勉強する動機付けになるだけでなく、以下の①～④のように大学入試において利用することがで

きる場合があります。※下に挙げている内容はあくまでも例です。実際に英検を利用できるかど

うかや、細かな点数等は各大学や入試方式によって異なります。自分の希望している大学はどう

なのか、ホームページ等で調べておきましょう。 

 

①出願資格： 例）英検準 2級を持っている人は出願が可能、持っていない人は出願できない 

②得点換算： 例) 英検準 2級を持っている人は大学独自の英語の試験を 70点として換算、 

2級を持っている人は 80点に換算 

③加点: 例) 英検 2級を持っている人は入試の総合得点に 10点加点 

④判定優遇・合否参考：例) 合否判定の際に何らかの優遇が行われる 

 

4 月中に今年度第 1 回英検の申し込みがあります。自分の進路と向き合うた

めにまず動き出しましょう。 

 

✈今年度の主な行事予定（一部変更になることがあります）✈ 

4/ 8(木) AM着任式・始業式、PM 76回生入学式 

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（京都市内班別研修） 

5/17(月)～20(木) 中間考査 

6/10(木) 創立記念日(生徒休業日) 

6/15(火) 木曜の時間割 

6/17(木) 明南祭 

7/ 1(木)～7(水) 期末考査 

7/ 1(木)PM 2年次保護者会(講義棟) 

7/14(水) 2年次球技大会 

7/20(火) 終業式 

2学期以降の主な行事予定 

9/ 1(水) 2学期始業式 

10/ 6(水) 体育祭 

10/11(月)～14(木) 中間考査 

10/19(火)～22(金) 修学旅行(沖縄本島 3泊 4日) 

10/30(土) 総合学力テスト 

11/20(土) 100周年記念式典〔22(月)代休〕 

12/ 6(月)～10(金) 期末考査 

12/24(金) 2学期終業式 

1/11(火) 3学期始業式 

1/29(土) 総合学科発表会〔31(月)代休〕 

2/24(木)・25(金)・28(月)・3/2(水)・3(木) 年度末考査 

3/14(月)・15(火) 生徒休業日 

3/23(水) 終業式 

 

✈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。 


