
 

「なんでや」 

６組担任 原田真行 

 

 私は趣味でランニングをします。大体 10 ㎞近く走るのですが、その間様々なことを考え

るのが好きです。お気に入りはπについて考えることです。円周率のπです。ご存じの通り

円周率とは円の直径に対する円周の長さの比率です。直径 5cm の円であれば、その円周の

長さは 5πとなります。ここでわたしが問題としているのは円周率が 3.14159…とずっと続

く少数であるということです。 

 コンパスで円を描けばわかる通り、きれいに直径 5 ㎝の円を書くことはできます。しかし、

その円周の長さはしっかりと求めることはできません。3.141592…とどんどん続いていま

す。何が言いたいかというと、例えば直径を 3.1 倍した長さの円周では長さが足りず円が閉

じられません。視力検査のマークのようになっているはずです。逆に直径を 3.2 倍したもの

であれば、円を閉じることはできても、余ってしまう長さがあるということになります。こ

のように考えると、完全な円を描くということは不可能なのではないかという思考に陥って

しまいます。しかし、コンパスでは描けるのです。「なんでや」と思いませんか。この思考

は、私の数学への浅はかな知識と考え方によって生み出されています。もっと数学に詳しく、

さらに数学的な考え方を熟知している人ならば違った、あるいは納得できる説明ができるの

でしょう。しかし、私一人の知識や考え方だけでは限界があり、いつまでたっても同じよう

な結論に至ってしまう。 

悩みごとや誰かへの不満で、「なんでわかってくれないんだ」「なんでやねん」という思い

が生じるとき、私は誰かに相談するようにしています。一人で考え続けても同じ結論にしか

至らないことが多いので。誰かに対しては「なんでや」と思ってもすぐに文句を言わないよ

う心がけています。自分の考え方だけでは早とちりして、後悔することが多いからです。後

から説明を聞くと、さっきまでは断固拒否していたこともすんなりと受け入れられるように

なります。やはり、本を読んだり人と話すことで新しい知識や考え方を取り入れることは重

要です。そういったものは物事への認識を変化させてくれます。 

私には息子が 3 人います。上は小 2 で、下は双子の 3 歳児です。兄の影響からか、下の

息子達は私が注意すると、泣きそうな顔をして「ばか」と私に言い返すようになりました。

物事に対して疑問や不満をもつ姿勢が備わってきたことに嬉しく思いながらも、「ばかって…

なんでや」という何とも言えない感情に包まれました。 

✈期末考査に向けて✈ 

 12/7(水)～13(火)に２学期期末考査が実施されます。3 年次の定期考査は、この考査が

最後になります。3 学期は定期考査がありません。高校生活の集大成として、しっかりと準

備をして有終の美を飾ってください。 

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 

 12/7(水) 12/8(木) 12/9(金) 12/12(月) 12/13(火) 

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 

現代文 B② 

現代文 B③ 

コミュ英Ⅲ 古典 B② 

古典 B③ 

古典 B④ 

財務会計Ⅱ  

世界史 B③ 

世界史 B④ 

日本史 B③ 

日本史 B④ 

地理 B② 

  

英語表現Ⅱ  

２校時 

9:50～10:40 

世界近代史 

日本近代史 

政治経済_標 

政治経済_発 

マーケティング 

  

古文探究 

数学考究Ⅰ 

国語表現 

現評探究_基 

現評探究_発  

英語理解_基 

英語理解_発  

数学Ⅲ 

数学考究Ⅱα 

数学考究Ⅱβ 

子どもの発達  

３校時 

10:55～11:45 

実践数学  生物⑤ 

生物④ 

物理 

理数化学 

生物基礎 

 

英文講読 

時事問題  

化学 

理数生物 

フードデザイン  

社会福祉基礎  

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。 

 

≪２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 
（裏面につづく☞） 
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✈11/21(月)年次集会を行いました✈ 

 久しぶりに開かれた年次集会。3 年次生全員が講義棟に集まり、進路、教務、生徒指導、

年次主任の話を聞きました。 

 進路からは、進路に関して要項等の資料にしっかりと目を通すことをお話しいただきまし

た。出願に関してもそうですが、合格後のことがよくわかっていない人も多いかと思います。

今一度、資料に目を通し、手続き漏れがないかどうか確認をしてください。特に、入学金等

の支払いは、入学前に行うことがほとんどです。手続きを忘れると最悪の場合入学取り消し

になる場合もあるので、必ず確認をしてください。 

 教務からは、卒業に向けてしっかりと授業に取り組むようにお話をいただきました。考査

の成績も必要ですが、授業の出席時数も、足りない場合は単位を取得できず、卒業ができま

せん。受験で進路が決まったからといって、日々の生活がいい加減にならないようにしてく

ださい。 

 生徒指導からは、下足箱の使い方についてお話をいただきました。自分に割り当てられた

場所以外に、体育館シューズや勉強道具を入れて使っている人がいます。置き勉も許可して

いません。マナーを守って、誰もが嫌な思いをしないように下足箱を利用して下さい。 

 年次主任からは、コロナで大変な 3 年間を過ごす中で、休むことに対しての意識を改めて

欲しいとお話をいただきました。もちろん熱があったりして周りに感染を広げる可能性があ

る場合は、しっかりと休んで体調を整えてください。卒業後は、ちょっとした頭痛や腹痛は

薬を飲むとか、前もって休むとわかっているなら、周りに迷惑をかけないように調整するこ

とが大切です。今の状況があたり前だと思わず、しっかり予定を立てて行動して下さい。 

 

✈部活動戦績✈ 

【美術部】 

第 69 回明石市美術展に入選しました。 

美術部 3 年次□□□□さんが、第 69 回明石市美術展「彫刻工芸」の部に彫刻の作品を

出品し、入選しました。 

12 月 7 日（水）から 12 月 11 日（日）まで明石市立文化博物館 2 階に展示されます。 

【朗読コンクール】 

 県立こどもの館主催の朗読コンクールに於いて、□□□□くんが「こどもの館賞」を受

賞しました。 

 

✈今後の行事予定（一部変更になることがあります）✈ 

【12 月】 

12/7(水)～9(金)12(月)13(火) 期末考査 

12/14(水) 4 限防災訓練 

12/15(木) 2 限デート DV 講演会 

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 

12/19(月) 2～4 限課研発表会 共通テストガイダンス 

12/20(火) 明南スキル自己評価 

12/23(金) 終業式 表彰伝達 

【1 月】 

1/10(火) 始業式 表彰伝達 1･17 追悼行事  

 アルバイト・教習所申請受付開始 

1/11(水)～13(金) 3 年次午前中授業 

1/13(金) 共通テスト激励会(12:30～) 

1/14(土)15(日) 共通テスト試験 

1/16(月) 共通テスト受験者自己採点(1～4 校時、講義棟) 

1/20(金) 漢字検定 

1/22(日) 全商簿記実務検定 英検 1 次試験 

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) 

1/29(日) 全商情報処理検定 

【2 月】 

2/3(金) 生徒研究発表会リハーサル 

2/4(土) 生徒研究発表会 

2/5(日) 全商商業経済検定 

2/15(水) 推薦入試【生徒登校禁止】 

2/19(日) 英検 2 次試験 

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 月】 

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

