
 

「言葉を尽くすということ」 

3 組担任 來住翔太 

 

「言葉を尽くす」という経験をしたことがあるだろうか。また、日ごろそれを意識してい

る人がどれほどいるだろうか。 

まず、「言葉」を「尽くす」とは、文字通り「自分の持てる言葉のすべてを出し切って相

手に物事を伝える」ということである。１年次の時にも年次通信で「ことば」について書い

たことがある。その時にも同じことを述べていたが、何かを他者に伝えようと思った時には、

皆等しく並々ならぬ努力を要する。そのことを、おそらく多くの人は意識していない。普段

同じコミュニティの中で、同じように会話を繰り返す我々にとって、きっと相手はこれくら

いのことはわかってくれるだろう、という盲目的な信頼関係があるからだ。 

さて、こういった状況の中で、あなたたちがこれからコミュニケーションを図っていく相

手は「社会」である。ここでいう社会とは、ガイダンス等の講師であり、進路先の関係者で

あり、さらにその先に待つ誰かである。彼らはあなたたちのことなど欠片も知らない。当然 

「これくらいのことはわかってくれる」などという甘い幻想も通用しない。そういった相

手に対して何かを伝えようと思うと「言葉を尽くす」以外に方法はない。相手の求めるもの

は何か、それを的確に把握したうえで、自らの持てる全てを出し切って伝えようという確固

たる意志が必要である。 

例えば、出願時に提出する志望理由書。「私は！ぜひ！あなたの学校(会社)に行きたいで

す！！」というメッセージを、あなたたちはきちんと伝えられているだろうか？よくあるパ

ターンが、自分の将来の夢を書き連ねていくというもの。進路先からすれば「えー…別に他

の学校(会社)でもあなたの就きたい仕事には就けますよ？」となる。自分の学校(会社)につ

いてのことが述べられていないのだから当然である。 

では、どうすればよいのか。 

きちんと進路先に興味を持ち、しっかりと下調べをし、どこが自分にとって魅力で、自分

がその進路先の何を活かしてどう未来へはばたくのか/どう会社に貢献するのかを書くこと

が必要である。ホームページはもちろん、出願に関する資料、オープンキャンパスや企業見

学で見聞きした内容、その他進路先に関連するすべてのものに目を通したうえで、自分の思

いを書いていくこと。ここまでやって初めて「言葉を尽くす」ための準備ができる。 

さてあなたたちには、ここまで書いてきたことをこれから行動に移していくことが求めら

れる。さまざまな人とさまざまなコミュニケーションをとり、その中で言葉を尽くして自分

の思いを相手に伝えていくということ。これができるようになれば、きっとこの先の未来を

切り開いていけるはずである。 

✈2 学期が始まりました✈                                         

 高校生活も残すところこの 2 学期と年明けの 3 学期のみとなりました。 

来学期の話を先にするのも何ですが、3 学期は実質 12 日ほど登校したら自由登校期間と

なってしまいます。定期考査も、2 学期中間、2 学期期末（←卒業考査）の 2 回で終わりです。

（3 年次の 3 学期は定期考査がありません。） 

ということは、この 2 学期が高校生活を充実させるラストチャンスと言えますね。 

勉強も、学校行事も、進路実現も、やり残しの無いように全力で頑張りましょう！ 

 

✈出願書類等に関する注意✈                                         

 これから出願等の書類を提出する人は、以下の注意点を守ってください。 

 調査書等の発行の依頼は、なるべく余裕を持って申請してください。申請から発行まで早

くて 1～2 日かかります。基本的には即日発行できません。 

 わからないことがあれば、募集要項等を持参してすぐに担任に相談して下さい。 

【正式な書類を書く時の注意】 

①黒ボールペンで書く。（消えるものは使わない。） 

②訂正の際は二重線で消して、訂正印を押す。（修正液、修正テープは使

わない。） 

③空欄の無いように書く。（日付等） 

④丁寧な字で書く。 

⑤必要なことは受験要項や HP等、受験先が公式に出しているデータで本

人が確認する。 

⑥提出する前に、内容に間違いがないか、空欄がないか、誤字脱字がな

いか等を、再度見直しをして必ずチェックする。 
 

✈体育祭の保護者等観覧について✈                                         

 10/4(火)と 5(水)に実施予定の体育祭において、保護者等のみなさんにも観覧していただけ

る方向で検討しております。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大状況を見ながらの判断とな

りますので、実施直前に観覧中止という連絡をする可能性もあります。生徒が安全安心な状態で

行事が実施できることを優先に決定していきますので、予めご承知おきいただけますようよろし

くお願い致します。なお、現段階では 2 日間とも午前中のみの実施を計画しております。 

 

✈部活動戦績✈                                         

【卓球部】 

第 76 回近畿高校卓球選手権大会 

7/18（月）＠グリーンアリーナ神戸 

女子シングルスに□□□（３－２）が出場しました。 

◆１回戦 □□（兵庫県 10 位）３－１□□（和歌山商業・県４位） 

◆２回戦 □□０－３□□（奈良女子・県４位） 

目標の初戦突破することができました。応援ありがとうございました。 

（裏面につづく☞） 

兵庫県立明石南高等学校 

75 回生 年次通信 Vol.４６ 

２０２２．９．１．THU 



【男子バスケットボール部】 

加古川市バスケットボール協会長杯東播大会 兼 

全国高等学校バスケットボール選手権大会東播地区予選 

 １回戦 １２０‐４７ 高砂 

 ２回戦  ９８‐３０ 明石城西 

 ３回戦 １２６‐４５ 西脇工業 

 準決勝  ８６‐６６ 加古川東 

 決勝   ６５‐５９ 明石清水 

      優勝（17 年ぶり） 

   最優秀選手 □□□□（75 回生） 

   優秀選手  □□□□（76 回生） 

１０月９日（日）よりおこなわれる全国高等学校バスケットボール選手権大会兵庫県予選

へ出場します。 

【吹奏楽部】 

兵庫県吹奏楽コンクール第 45 回東播地区大会 ７月２９日(金) 於 三木市文化会館 

高等学校Ａ部門 金賞受賞（代表には選出されず） 

課題曲Ⅳ サーカスハットマーチ／奥本伴在作曲 

自由曲 喜歌劇「こうもり」セレクション／ＪシュトラウスⅡ作曲 鈴木英史編曲 

応援いただきありがとうございました。 

 

✈今後の行事予定（一部変更になることがあります）✈ 

【9 月】 

9/1(木) 大掃除 始業式 表彰伝達 指定校一覧掲示 

9/3(土) 漢字検定 

9/6(火) 指定校１次申込〆切 

9/7(水) 国公立推薦申込〆切 共通テストガイダンス 

9/10(土) 進研模試 看護模試 

9/11(日) 進研模試 全商英語検定 

9/14(水) 就職試験直前指導 

9/15(木) 指定校 2 次申込〆切 

9/25(日) 全商情報処理検定 

9/30(金) 指定校決定者ガイダンス 

【10 月】 

10/1(土)2(日) 進研模試 

10/3(月) 50 分×4(朝読あり)、PM 体育祭準備 

10/4(火)5(水) 体育祭(午前中実施) 予備日(6 日(木)) 

10/9(日) 英検 1 次試験 

10/18(火)～21(金) 中間考査 

10/23(日) 全商会計実務検定 

10/25(火) いじめアンケート配布 

10/26(水) いじめアンケート回収 

10/29(土)30(日) 進研模試 

【11 月】 

11/3(水) 兵庫県津波一斉避難訓練 10:00～ 

11/6(日) 英検 2 次試験 

11/8(火)9(水) 第 3 学区オープンハイスクール 

11/13(日) 全商ビジネス計算実務検定 英検 2 次試験 

11/27(日) 全商ビジネス文書実務検定 

【12 月】 

12/7(水)～9(金)、12(月)13(火) 期末考査 

12/18(日) 全商英語検定 全商ビジネスコミュニケーション検定 

12/23(金) 終業式 表彰伝達 

【3 学期の主な予定】 

1/10(火) 始業式 表彰伝達 1･17 追悼行事 

1/14(土)15(日) 共通テスト試験 

1/24(火) 3 年次授業最終日 

1/25(水) 3 年次大掃除 LHR 

1/26(木)～ 3 年次自由登校 

1/27(金) 総合学科発表会 

1/28(土) 兵庫県総合学科発表会(県立三木東高校) 

2/22(水) 3 年次登校日 

2/28(火) 同窓会入会式 表彰式 記念品贈呈式 卒業式全体予行 

3/1(水) 卒業式 

 

✈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

