
 

✈10/5(火)・6(水)に体育祭を実施しました。✈ 

 体育祭日和の天候となり、第 74 回体育祭が開催されました。今年は日程の関係で予行が無く

なりましたが、1日目の予選と 2日目の決勝で力を出し切る事が出来ました。 

主な競技の結果は以下の通りです。 

〇クラス対抗  全年次総合 1位 6組 総合 2位 1組 総合 4位 3組 

〇お盆で DASH        年次 1位 4組 年次 2 位 6組 年次 3位 7組 

〇女子スウェーデン R 全年次総合 1位 6組 総合 2位 1組 

〇男子スウェーデン R  全年次総合 1位 3組 総合 2位 6組 

〇ミックス R      全年次総合 2位 4組 総合 3位 5組 

〇女子 8×100mR  全年次総合 1位 1組 総合 2位 3組 

〇男子 4×200mR  全年次総合 2位 6組 総合 4位 5組 

〇ｿｰｼｬﾙﾃﾞｨｽﾀﾝｽ綱引き 全年次総合 1位 1組 総合 3位 5組 総合 4位 3組 

   

   

✈新しい ALTが着任されました✈ 

 これまでお世話になったカミーナ先生に変わり、10月からダニエル先生が来日されました。 

 いくつか質問をしてみました。 

Q:  What’s your name? 

A:  Daniel O’Flynn, but you can call me “Dano”. 
 

Q:  Where are you from? 

A:  Victoria, British Columbia, Canada. 
 

Q:  What is your hobby? 

A:  I like to play sports. My favorites are 

rugby and basketball. I enjoy making 

and listening to music, too. I also like 

writing scripts and watching movies. 
 

Q:  What is your favorite food? 

A:  Lasagna. 
 

Q:  Please tell us your first impression of 

Japan. 

A:  I visited Japan in 2019 with friends to 

watch the Rugby World Cup. Japanese 

people are very friendly, and Japanese 

food is delicious! 
 

Q:  What kind of country is your country? 

A:  Canada is a very big, beautiful country. 

Canadians are very friendly. We love winter sports, and have the best music! 
 

Q:  What did you do when you were in high school? 

A:  I played a lot of sports and won lots of team sport competitions. 

    I liked to hang out with my friends and family. 

    I liked to play with my dogs. 
 

Q:  Please give a message to Meinan(Akashiminami) students. 

A:  I am excited to meet you all. Please don’t be shy, I am a very friendly person. If 

anyone wants to play sports with me, or practice English, please ask! 

Thank you for welcoming me to Japan and Meinan! 

-Dano 
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✈修学旅行について✈ 

 第 29号年次通信でも連絡いたしました 75回生修学旅行代替行程について、詳細が少しずつ決

まってきました 

日 程 ： 2021年 12月 8日(水)から 12月 10日(金) 2泊 3日 

行 先 ： 奈良・三重方面 

宿泊先 ： ホテルヴィソン(三重県多気郡多気町ヴィソン 672番 1) 

行程概略(10/18時点での計画内容) 

12月 8日（水） 12月 9日（木） 12月 10日（金） 

7:30 学校発 

 ↓バス移動 

10:00 奈良市内 

    ならまち周辺散策 

14:00 ならまち発 

 ↓バス移動 

16:00 ホテル着 

9:00 ホテル発 

 ↓バス移動 

9:45 鳥羽水族館着 

11:15 鳥羽水族館発 

 ↓バス移動 

11:45 伊勢神宮・内宮 

 おかげ横丁(参拝・班別散策) 

14:00 伊勢発 

 ↓バス移動 

14:30 ホテル着 

8:45 ホテル発 

 ↓バス移動 

10:00 ﾅｶﾞｼﾏｽﾊﾟｰﾗﾝﾄﾞ着 

15:00 ﾅｶﾞｼﾏｽﾊﾟｰﾗﾝﾄﾞ発 

 ↓バス移動 

16:15 大津 SA(休憩) 

 ↓バス移動 

18:00 頃 学校着 

・バス移動については、1クラス 1台×7クラスでの利用を予定しています。 

 

✈校内手帳甲子園✈ 

夏季休業中の課題「校内手帳甲子園」の審査結果をお知らせいたします。 

各部門上位 4名には粗品を進呈しました。2年次から 15名が全国大会へエントリーします。 

今年の全国大会は 12/22(水)に、オンラインで開催される予定です。 

校内手帳甲子園結果および全国大会エントリー 

【表紙デザイン部門】          【手帳活用部門】 

組 名前 投票  組 名前 投票 

5 杉本さん 
粗品進呈 

全国大会エントリー 

 
4 丸野さん 

粗品進呈 

全国大会エントリー 

3 笠野さん 
粗品進呈 

全国大会エントリー 

 
6 毛利さん 

粗品進呈 

全国大会エントリー 

3 塚本さん 
粗品進呈 

全国大会エントリー 

 
2 岡田さん 

粗品進呈 

全国大会エントリー 

7 草谷さん 
粗品進呈 

全国大会エントリー 

 
3 重山さん 

粗品進呈 

全国大会エントリー 

5 此本さん 全国大会エントリー  7 小林さん 全国大会エントリー 

2 吉岡さん 全国大会エントリー  7 山本さん 全国大会エントリー 

4 﨑谷さん 全国大会エントリー  1 池上さん 全国大会エントリー 

    1 古川さん 全国大会エントリー 

今後の流れ 

【手帳活用部門】一次審査免除→二次審査→WEB審査→本大会(オンライン開催 12/22) 

                   ※WEB上に公開し、投票により選考 

【表紙デザイン部門】一次審査免除→二次審査→最終審査→本大会(オンライン開催 12/22) 

✈今後の行事予定（一部変更になることがあります）✈ 

10/30(土) 総合学力テスト 

11/ 9(火)・10(水) オープンハイスクール 

11/20(土) 創立 100周年記念式典(登校日) 

11/22(月) 11/20(土)の代休 

12/ 1(水)～3(金)、6(月)～7(火) 期末考査 ※当初の予定から日程変更しています。 

12/ 7(火) 修学旅行結団式 

12/ 8(水)～ 午前中授業 

12/ 8(水)～10(金) 修学旅行 

12/13(月)1～4限 進路別講演会【西明石キャッスルホテル】 

12/24(金) 2学期終業式 

1/11(火) 3学期始業式 

1/12(水) 課題考査 

1/15(土)・16(日) 総合学力テスト 

1/29(土) 総合学科発表会(生徒登校日) 

1/31(月) 生徒休業日(1/29の代休) 

2/ 5(土)・6(日) 共通テスト早期対策模試 

2/15(火) 推薦入試準備(午前中授業) 

2/16(水) 推薦入試(登校禁止・校内立入禁止) 

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

3/ 1(火) 第 74回卒業証書授与式 

3/ 4(金)～ 午前中授業 

3/ 7(月) 球技大会 

3/10(木 大掃除・入試準備 

3/11(金)・12(土) 一般入試(登校禁止・校内立入禁止) 

3/14(月)・15(火) 生徒休業日 

3/23(水) 終業式、就職希望者生徒保護者会 

 

✈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。 

 


