
 

「２年次を振り返って ＆ ３年次に向けて」 

年次主任 竹谷 将幸 

高校生活も残すところあと 1 年となりました。2 年次では、ネスタリゾートへの校外学習、

明南祭、体育祭、創立 100周年記念行事、修学旅行等、学校行事も工夫しながら概ね実施する

ことができました。いろんな行事を通して、クラスの団結が高まったのではないでしょうか。

特に、12 月には何とか修学旅行に行くこともできました。当初の予定から日程も行先も変更

しての実施でしたが、短い準備期間にもかかわらず臨機応変に対応し、良い旅行にしようと

75回生が一丸となって協力できたことが嬉しかったです。 

 学習面においては、成績の向上を意識して勉強に取り組めている生徒が増えてきたように感

じています。相変わらず提出物がいい加減な人もチラホラいますが、来年度は授業を受ける意

味や宿題をする意味を見つけて、何事にも積極的に取り組み、どんどん実力を伸ばして各自の

進路を実現してくれることを期待しています。 

 

年次副主任 原 彰吾 

 学校行事は短縮や変更もありましたが、何とかすべて行うことができたのは、日ごろの君た

ちの生活がよかったからだと思います。その分、「何とかなるかも…」と思っている人が多く

いるように感じます。進路を実現するために、「何とかなるかも…」はありえません。自分の

進路ですから、真剣に本気で自分自身と向き合ってください。 

 

年次副担任 長谷 有加里 

 この 1 年を振り返ると行事に部活に楽しかったこともたくさんあったと思いますが、“ただ

何となく”過ぎてしまった人はいませんか？あと１年で高校生活も終わり、みなさんの人生に

おける新たなステージが始まります。来年の今日、「1 年前に戻りたい…」と後悔しないため

に、今この瞬間から自分の将来のために行動しましょう。 

 

１組担任 原田 真行 

 早い。高校最後の一年。高校生活の終わりは決してゴールではないし、誰かが次のことを用

意してくれるわけではありません。人生は続いていきます。『高校生活最後の〇〇』に重きを

置きすぎず、次のステージを見据えた行動をしていきましょう。 

 

２組担任 日野 瑞穂 

 いきなり休校から始まった高校生活でしたが、気が付けば２年次も終わりです。ドッヂボー

ルのように迫りくるボールをギリギリよけるかのごとく、校外学習や修学旅行などの行事を行

うことができて、７５回生はもしや強運の持ち主なのでは？と思っています。「努力」に「運」

を味方につければ怖いものなしです。３年次もひるむことなく突き進みましょう！ 

 

３組担任 來住 翔太 

 この１年、何か自分で感じたものはありましたか？以前年次通信で「自分が今感じているも

の、その一瞬一瞬のつながりが将来を創る」というお話をしました。今具体的に何ができるか、

今どんなものを持っているか、それも大切ではあります。しかし、今この瞬間に何かを感じて

行動するということが最も大切です。次の１年も、様々なことを感じ、成長していきましょう。 

 

４組担任 中本 早紀 

 前途洋々4組、幸せな時間をありがとう。なりたいものがはっきりしてなくてもいい。誰か

に迷惑をかけてもいい。思いやりの心を大切にできる自分を誇りに思ってください。 

 

５組担任 藤田 真央 

 私にとっては明南１年目。コロナ禍でも、何とか行事を中止にすることなく開催でき、みな

さんと一緒に楽しませてもらいました。３年次は、高校生活を満喫しつつ、自分の進路実現に

向けて精一杯頑張りましょう！ぜひ、周りの人が応援したくなるような人でいて下さいね。 

 

６組担任 柴﨑 千晶 

 皆さんには、制限が多い中、自分なりに感染対策をしながら学校生活を送ってくれているこ

とに感謝しかありません。今のこの中でしか経験できないこともきっとあります。私は、マイ

ナスをプラスに変える力が皆さんにはあることを、この２年間で感じています。心から笑って

卒業するために、この春休みを有意義に過ごしましょう。 

 

７組担任 原田 裕也 

 この 1年は、どのような 1年だったでしょうか？次の 1年は、どのような 1年にしたいでし

ょうか？進路選択のための大切な 1年になります。きちんと目標設定して、達成の為の 1年に

しましょう。 

 

✈今後の行事予定（一部変更になることがあります）✈ 

3/28(月) 生徒登校禁止(錦城 2次募集)  

4/ 8(金) 大掃除、着任式、始業式  【午後 77回生入学式】 

4/11(月) 課題考査、離任式 

 

✈新学期 4/8(金)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 

 

✈3年次 1学期課題考査✈ 

4/11(月)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～

8:45 

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 英語 
現文・古典 

現文・財務会計Ⅱ 
日世 B 

＊地理 B3 単位・化

学受講者は授業 

LHR LHR 離任式 

（裏面につづく☞） 
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✈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。4/11(月)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 現代文 B ①完成現代文３ ３ ～ １０    

②頻出漢字２５００ 第２２回 第２３回  

古典 B  ①読むナビ古典３ 古文編 ３～７  

と重要語句の演習１（ｐ８～ｐ１９） 

        漢文編 １ ～ ４  

と解法のまとめ１（ｐ４０～ｐ４９）  

②古文単語３１５ 第２２回 第２３回  

③予習ノート作製   

古文 教科書ｐ１２６「二月つごもりごろに」                  

漢文 教科書ｐ７２ 「梁上の君子」   

①は、現代文・古

文ともに、課題考

査当日のＳＨＲ

で提出。 

③は、最初の授業

で提出。 

 

※課題考査の範

囲は別紙参照 

地歴 日本史 B 

 ①YouTube 授業を受けること 教科書 P156～P185 

 ②課題考査は YouTube 授業の範囲 

ゼミナール P40～P47(P43 は除く) 

なし 

世界史 B  

配布プリント 

プリント表紙に

記載 

英語 英表Ⅱ  

『総合英語 be』参考書 解答は配布プリントに行い、答え合

わせをする。範囲詳細はプリントをよく読んで下さい。 

コミュ英Ⅱ  

● 教 科 書 LESSON10 Saving Wildlife from Global 

Warming(p.114～p.12  For Reading 2  Rickshaw Girl

（p.126～139）を読んで、Fill-in Notebook（p.100-125）

を完成させ答え合わせをする。※各パート！ポイントの①②③

の文は日本語訳を書き込むこと。 

●Bricks 復習 p.254～302（3 学期期末考査の範囲 17～

20 回）※この単語帳の単語は基本的なものです。この一

冊は確実にマスターしましょう。 

 

数学 理系、国公立文系、看護医療系大学・看護医療系専門学校の 

各コースへ進級する人へ、個別に課題に関するプリントを 

配布しています。 

提出日は、始業式 

昇降口のところ

にカゴを置いて

おきますで、そこ

に提出してくだ

さい。 

 

理系・国公立文系

は授業中に課題

考査を実施しま

す。 

日時、改めて連絡

をします。 

理科 化学：（１）反応速度に関するプリントおよびグラフ作成（ホ

ッチキス止め）を行う。作業プリントはノートに貼り

付ける。グラフについては A4 グラフ用紙を用いるこ

と。番号氏名を書いてホッチキス止めしてノートに挟

んで提出。 

★方眼ノートにグラフを書いた場合はそのノートに

作業用プリントを貼り付けて提出。ノートには番号氏

名を書き忘れずに。 

（２）リードα（ワーク）  

p154～行けるところまで。29 日の補習授業の日に

詳細を連絡します。 

4 月 11 日（月）

化学室前の棚に

出席番号順で提

出のこと 

 

課題考査は無し。 

 

ノートをはじめ

として提出物に

は必ず、番号氏名

を！ 

理数生物選択者 

 ﾌﾟﾘﾝﾄ「森を見つける 森を見てくる」（配布済み） 

生物 4 単位・5 単位選択者 

問題集（リード Light ノート） 

p.4～p.15 を教科書を参考に解答する 

最初の「理数生

物」の授業で提出 

最初の 

「生物」の授業 

物理 プリント２枚 最初の授業 

課題研究 フィールドワーク考察シート 最初の授業 

保健体育 心身ともに健康な状態で 3 年次を迎えられるように準備する 桜が咲く頃 

年次 二者面談シート 始業式当日 

 

✈感染予防対策関連✈ 

まん延防止等重点措置は 3/21 をもって解除となりましたが、引き続き感染防止対策の徹底を

よろしくお願い致します。 

 同居家族に発熱等の症状がある場合や濃厚接触の疑いに伴う PCR 検査を受けている場合は

登校しないようにお願いします。その場合、欠席ではなく、学校保健安全法第 19 条の規定に基

づく出席停止の扱いとなります。 

兵庫県 新型コロナウイルス感染症に関する情報特設ページ 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/corona/corona_info2.html  

健康チェックカード(毎朝検温) マスク着用 手洗い＆うがい 消毒 換気 

 

✈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。 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/corona/corona_info2.html

