
 
 

２年次が始まりましたが... 

今日から２年次が始まりました。しかし新型コロナウイルス感染拡大が一向に終息せず、昨日政府より

緊急事態宣言が発令され、臨時休校が５／６（祝）まで再度の延長になりました。先が見通せず、落ち着

かない毎日がしばらく続きそうです。しかし皆さんが自分の将来に向かって実力をつけなければいけない

大切な１年間である、ということは変わりません。休校期間中の自宅学習を大切にしてください。臨時休

校中の年次ごとの登校日等の連絡事項については裏面に掲載しています。 

 

年次団紹介 

年次主任・藤田 裕之（英語） 

The new school year has started!  I want all of you to do your best in your school lives.  To do so, 

please keep the following four points in mind. 

1 Say “Yes” in 0.2 seconds. 

2 You will be tested by the job you are asked to do. 

3 Don’t say the reason why you can’t do it. 

4 Work hard on what you can do now. 

These are “The Four Clues to Make Your Life Wonderful” made by Fumiaki Nakamura, a famous 

business person and speaker.  I told you about it around one year ago.  Do you remember?  If you 

don’t, read “Sottaku No.2” again! 

 

年次副主任・山岡 龍也（保健体育） 

 さぁ、いよいよ新年次がスタートします。いきなりですが、高校３年間をサッカーの試合に例えると、

１年次＝Kick Off、２年次＝Half Time、３年次＝Goalです。 

「ラッキー！２年次＝Half Time♪ 明南での過ごし方やルールもだいたいわかったし、修学旅行もある

な～♪まだあと２年もあるし、就職や受験のことはもうちょっと先でいいや～♪」 

ではなく…この１年は、高校３年間で一番大切な“Goal”のための準備をしっかりしてください。この

Half Timeの使い方次第で、卒業時の進路先が大きく変わりますよ。 

自分に負けている人は、逆転を目指して。まだ何も得点を奪っていない人は、先制点を目指して。すで

に先制点を奪っている人は、勝負を決める追加点を奪いに行こう！ 

覚えていますか？ ➡ 夢は逃げない。逃げるのはいつも自分だ。 

１組担任・射場 仁（いば じん / 英語） 

Hello, my name is JIN IBA.  I taught English at AKASHI COMMERCIAL HIGH SCHOOL and I 

will teach you English at this school from this year.  I’m looking forward to seeing you.  I feel a little 

nervous, though.  I will try hard to get used to my new circumstances. 

“What is your dream?”  Can you answer this question?  If you can, do your best to make your 

dream come true.  We will help you to be able to do so.  If you cannot, I hope you find something you 

really want to do this year. 

   Let’s do our best! 

 

２組担任・竹内 彩乃（国語） 

 ２組担任の竹内です。今年もよろしくお願いします。高校３年間で一番充実しているのは、恐らく２年

次だと思います。何事においても楽しむためには、やると決まったことには全力で取り組むことが大切で

す。今年一年を充実したものにするために、みんなで頑張りましょう。 

 

３組担任・石田 延広（数学） 

３組担任の石田です。今年もよろしくお願いします。（まぁそう嫌がらないで） 

木の芽がのびるのはやわらかいから   

蕾がひらくのもやわらかいから 

最近よく「まだまだ自分を伸ばしたい」と思うのですが、そのためには「頑固ではアカンな～」と思い

ます。不平や不満、言ってませんか？柔軟な心と頭で来年大きな花を咲かせよう！そのために、芽をやわ

らかくする、蕾をやわらかくする、そんな１年にしたいですね。 

 

４組担任・杉田 亮（地歴公民） 

４組担任の杉田です。今年度は地歴(日本史B)を担当します。 

昨日から学び、今日を懸命に生き、明日への希望を持て。 

大切なことは問うことをやめないことだ。byアインシュタイン 

この名言の昨日を１年次、今日を２年次、明日を３年次と当てはめて下さい。１年次での学習や部活動

における失敗や成功を糧に、これからの１年間を懸命に取り組み、３年次へと繋げよう。 

 

５組担任・雲田 彩加（理科） 

 ５組担任の雲田です。今年度は主に生物基礎を担当します。すべての生物は遺伝子を持っています。し

かし、物質レベルで「天才の遺伝子」と呼べるようなものはありません。では、何が運命を決めるのか？

天才と呼ばれる人たちを調べると、それに費やしている時間が１万時間はあるそうです。１日３時間だと

すると１０年間。何にどれだけ時間をかけたかが運命を変える。時間を有効に使う１年にしましょう。 
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６組担任・新庄 真実（国語） 

 ６組担任の新庄です。２年次のこの一年は、とても大事な一年間になります。そこで、皆にはぜひ「な

んで？」と問いかけることを習慣にしてほしいなと思います。ただし、この「なんで？」は周囲の人や環

境に向けるものではなく、新しく学んだことや、自分自身に向けたものにしてください。そうすることで、

学びや自分自身に対する理解が深まると思います。私もこの一年間は特に「なんで？」を意識して皆に接

していこうと思っています（くどい、しつこいと思わないように）。また一年間、気持ち新たによろしくお

願いします。 

 

７組担任・笹山 瞬（数学） 

理系クラスを担当する笹山です。期待で胸がいっぱいです。このメンバーであれば、明南史上最高の理

系クラスを作れると確信しています。さて、入試においては２年次の過ごし方で全てが決まるのは間違い

ありません。３年で気合いを入れ始めても間に合いません。それだけは前もって言っておきます。なので、

この１年それなりの覚悟を持って過ごすことを常々伝えていこうと思っています。君たちにそう言ったか

らには、私自身も相当の覚悟を持ってこの１年取り組みます。理系クラスの私個人の目標は以下の通りで

す。 

『トリプルスリー計画』 

（①難関国公立大3人 ②国公立大13人 ③難関私立大30人合格する） 

 ある研究では、「私はできる、次こそ必ずうまくいく」などと絶えずポジティブな独り言を発していたグ

ループの方が、好結果が出たそうです。『トリプルスリー計画』は実現が難しいと言われるかもしれません

が、このメンバーなら本気を出せば必ず達成できます。できる、できる、と自分に言い聞かせて高い目標

を達成しよう。 

 

副担任・吉井 寛人（よしい ひろと / 英語） 

 I’m very glad to meet you, 74th second grade students.  I am YOSHII Hiroto.  This is the first time 

I will enjoy studying English with you.  English is just a tool to communicate with others as well as 

ourselves.  Don’t be afraid of using English.  That will give each of us various lessons.  Through 

studying English, we may find a new way of thinking, how we should behave and what we should learn 

for the future.  Let’s try to reach for the stars and help each other. 

 

臨時休校中の自宅学習に『スタディサプリ』の活用を！ 

５／６(水)まで臨時休校となりました。授業ができない期間に自宅学習をどれだけ充実させるかが大切で

す。別紙申込み案内のとおり動画講義が受講できる学習サービス『スタディサプリ』の活用も是非検討して

ください。４／１６（木）に申込みをすれば４／２３（木）には受講者IDとPASSWORDが発行され、視聴

可能になる予定です。不明な点は２年次進路担当・笹山まで聞きに来てください。 

 

臨時休校中の登校日の予定 

 

４月１６日（木） 

9:30 SHR（体調・検温チェック） 

9:50～10:40 課題考査（国語） 

LHR（課題回収、追加課題配布、諸連絡） 

 

４月２３日（木） 

9:30 SHR（体調・検温チェック） 

9:50～10:40 課題考査（英語） 

10:55～11:45 LHR / コース①・②課題考査（数学） 

（LHRは課題回収、追加課題配布、諸連絡） 

 

４月３０日（木） 

9:30 SHR（体調・検温チェック） 

身体計測（詳細は後日指示します） 

LHR（課題回収、追加課題配布、諸連絡） 

 

【連絡事項】 

１．登校日の行事（課題考査、LHR、身体計測）は１クラスを２分割して実施するなど密集、密接を極 

力避けるように配慮して実施する予定です。 

２．欠席・遅刻等の連絡は従来通り８：００～８：３０の間に保護者よりお願いします。なお臨時休校 

中の欠席等については本人の不利益にならないように配慮します。新型コロナウイルス感染防止を 

最優先に考えて行動してください。 

・登校に不安を感じる場合はその旨連絡のうえ自宅待機してください。 

・発熱などの風邪症状が見られるときは必ず自宅で休養してください。 

・課題考査は実施しますが、欠席した場合も成績で不利益にならないように配慮します。 

３．登校日のSHRで体調・検温チェックを行います。 

・家庭で必ず検温し、チェック表に記入して忘れず持参してください。 

４．学校でもマスク着用のうえ、こまめに手洗い、うがい、消毒等を行ってください。 

５．下校時は昇降口での混雑を避けるため時差下校に協力をお願いします。 

  下足箱の離れた２クラスずつ、３号館を回って１階に降りてください。 

６．部活動は５／６（祝）までは禁止です。 

 

＊新型コロナウイルス感染拡大状況により対応を変更する場合があります。 


