
 

✈期末考査に向けて✈ 

 7/1(金)～7(木)に 1 学期期末考査が実施されます。 

考査勉強も、「途中であきらめない！最後まで前向きに頑張る！」【３年次の目標】 

【考査時間割】※複数科目の箇所は、各自が選択している科目のみ受験 

 7/1(金) 7/4(月) 7/5(火) 7/6(水) 7/7(木) 

SHR 8:30～8:45 健康チェック 健康チェック 健康チェック 健康チェック 健康チェック 

１校時 

8:45～ 9:35 

コミュ英Ⅲ  現代文 B 世界史 B 

日本史 B 

地理 B 

英語表現Ⅱ 古典 B 

財務会計Ⅱ  

２校時 

9:50～10:40 

現評探究_基 

現評探究_発 

数学考究Ⅱα 

数学考究Ⅱβ 

数学Ⅲ  

英語理解_基 

英語理解_発 

時事問題 

古典探究 

物理 

理数化学  

国語表現 

日本近代史 

世界近代史 

数学考究Ⅰ  

マーケティング 

政治経済_標 

英文講読 

政治経済_発 

３校時 

10:55～11:45 

社会福祉基礎  子どもの発達 

理数生物 

化学 

生物基礎 

生物  

実践数学  フードデザイン  

４校時 

12:00～12:50 

 ファッション 

造形基礎 

   

※考査中の空き時間の自習室は講義棟です。 

※放課後の勉強は、1 号館 2 階の 3-8 教室か、職員室前の長机が利用できます。 

≪１学期期末考査に向けた勉強の心得≫ 

１．考査範囲をしっかりと確認してから勉強すること 

２．計画を立ててから勉強すること 

３．わからない部分は早めに質問して解決しておくこと 

４．途中であきらめず、最後まで一生懸命に勉強すること 

５．提出物は、期限を守って提出すること 

✈部活動戦績✈ 

【サッカー部】 

県総体サッカー競技結果 

男子 一回戦 8-0 和田山    女子 一回戦 2-0 啓明 

   二回戦 0-2 相生        二回戦 0-5 六甲アイランド 

 

☆6 月 10 日(金)創立記念日ノエビアスタジアム神戸で、チリ代表 対 チュニジア代表、

日本代表 対 ガーナ代表のボールパーソン、センターバナーフラッグパーソンを行いま

した。日本代表の試合は TBS 系列でライブ放送されました。 

 

【陸上競技部】 

県総体 

5/27 金～29 日にユニバー記念競技場で、第 75 回兵庫県高等学校陸上競技対校選手権大

会が行われました。結果は以下の通りです。 

男子 110mH □□□□□ 17"63(-3.2) 

男子走高跳 □□□□ 記録なし 

男子 200m □□□□ 22"82(-0.0) 

女子 4×100mR 52"37 走順：□□―□□―□□―□□ 

男子 4×100mR 45"03 走順：□□―□□―□□―□□ 

女子 4×400mR 4'22"26 走順：□□―□□―□□―□□ 

男子 4×400mR 3'33"87 走順：□□―□□―□□―□□ 

以上、予選敗退 

女子 100m □□□ 

予選 12"91(-0.8)自己新記録  準決 12"98(-0.2) 

結果については、県高体連陸上競技部 HP もご覧ください。 

http://www.haaa.jp/~koukou/ 「インターハイ関係」→「スタートリスト 結果」 

 

【卓球部】 

県総体卓球競技 ６／３～５ ＠姫路ウインク体育館 

●女子学校対抗  

 ２回戦 明石南３－１有馬 

 ３回戦 明石南０－３葺合 

●男子ダブルス 

 □□・□□ ２回戦敗退 

●女子ダブルス 

 □□・□□ ３回戦敗退・近畿大会代表決定初戦敗退 

●女子シングルス 

 □□ ベスト１６入り 

★□□が女子シングルスで予選を通過し近畿大会出場権を得ました。 

近畿大会➡７／１６～１８＠グリーンアリーナ神戸      （裏面につづく☞） 

兵庫県立明石南高等学校 
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【放送部】 

〔地区大会〕 

6/5（日）に行われた全国高校放送コンテスト兵庫県大会地区大会結果 

うち、アナウンス部門 3-〇□□□□と、ラジオドキュメント部門が県大会に進みます。 

朗読部門        佳作 □□□□ 

アナウンス部門     入選 □□□□ 

            佳作 □□□□ 

            佳作 □□□□ 

ラジオドキュメント部門 入選 

 

〔NHK 杯（県大会）結果〕 

NHK 全国高校放送コンテスト兵庫県大会準決勝・決勝が週末に行

われました。 

アナウンス部門 3-〇□□□□ 準決勝敗退 

ラジオドキュメント部門 優良賞 

以上の結果でした。 

 

【女子ソフトテニス部】 

県総体 結果報告 

５月２９日（日）個人戦（しあわせの村テニスコート） 

 １回戦 □□・□□ペア ３－④ 啓明 

     □□・□□ペア ④－２ 北須磨 

     □□・□□ペア ④－２ 明石北 

 ２回戦 □□・□□ペア ２－④ 太子 

     □□・□□ペア ２－④ 飾磨 

６月３日（金）団体戦（しあわせの村テニスコート） 

 １回戦 明石南 ③－０ 御影 

 ２回戦 明石南 ０－② 県神戸商 

近畿大会を目標に頑張ってきましたが、残念ながら力及ばず敗退となり、３年次はこの

大会を終えて引退となりました。 

 

【ソフトボール部】 

総体結果 

１回戦 明南・明石 11-5 伊川谷北・舞子 

２回戦 明南・明石 4-2  加古川南 

３回戦 明南・明石 0-10 神戸野田 

県総体ベスト１６ 

最後は優勝校神戸野田に敗れましたが、集中を切らさずひたむきに全力を尽くしてくれ

ました。 

 

 

✈今後の行事予定（一部変更になることがあります）✈ 

6/25(土) 漢字検定 

6/26(日) 全商簿記実務検定 英検 2 次試験 

7/1(金)、4(月)～7(木) 期末考査 

7/3(日) 英検 2 次試験 全商ビジネス文書実務検定 

7/8(金)～20(水) 午前中授業(朝読あり) 

7/8(金) 1 限授業 ２限授業 3限課題研究 4限 LHR 

7/10(日) 全商ビジネスコミュニケーション検定 

7/11(月) 1～4 限球技大会(雨天時は 1256 限授業)  

7/12(火) 1 限 LHR 2～4 限進研模試 市民救命士講習 

7/13(水) 1 限 LHR 2～4 限進研模試 

7/14(木) 1 限授業 2 限授業 3 限人権学習(講義棟) 4 限課題研究 

7/15(金) 1 限防災訓練 2 限授業 3 限→5 限授業 4 限→6 限授業 

7/19(火) 1 限 LHR 2 限年次集会(講義棟) 3 限課題研究 4 限大掃除 

7/20(水) 終業式 就職希望者保護者会 

7/21(木) 前期夏季補習〔7/21(木)～8/2(火)〕 就職面接指導開始 

7/23(土)PM R5 年度県教員採用試験会場準備(生徒登校禁止) 

7/24(日)全日 R5 年度県教員採用試験会場(生徒登校禁止) 

8/3(水) 体験入学(中学生対象) 

8/4(木) 就職受験先希望受付〆切 

8/15(月) 学校閉庁日 

8/17(水) 後期夏季補習〔8/17(水)～26(金)〕 

8/18(木) 消防設備点検(午後) 

 

✈感染予防対策関連✈ 

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。 

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  

Google ﾌｫｰﾑ入力(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

