


令和 4年度中学・高等学校入学式
　令和 4 年度中学・高等学校入学式が４月10日、堂ノ浦キャンパス体育館で行われ、267人の新し
い仲間を迎えました。
嵜本宏明校長
「本年度は中学校51人、高等学校216人、合計267人の新入生をお迎えすることができました。明
徳への入学の際には、全てのみなさんがそれぞれの目標実現のため大きな決断をされたことと思い
ます。その目標をつかむためしっかり努力していきましょう。
『与えられた能力をフルに発揮し、ベストを尽くして使命感に燃える』結果にとらわれず常に全力を
尽くして、人のため、自分の目的達成のために自分自身をぶつけようという意味です。一緒にがん
ばりましょう !」( 省略 )

中学 2 年生を対象とした「いのちのレッスン」が
４月２８日に行われ、牧野植物園に行ってきました。
職員の方から、同植物園の歴史や牧野富太郎の生涯
についての講話を頂きました。
　自由散策では園内を自由に見学し、大自然の中で
さまざまな植物に触れて回り、多くのことを学ぶ

きっかけとなりました。
　天候にも恵まれ、生徒たちはアイスクリームを食
べたり、配付された ipad で写真を撮影したりと、
充実した一日を過ごすことが出来ました。
　また、中学３年生の「いのちのレッスン」が同日、
坂本龍馬記念館で行われました。
　同記念館では、学芸員さんから龍馬の業績や人柄
などを教えてもらいました。「坂本龍馬の存在は知っ
ていたけど、より深く知ることができて勉強になっ
た」と生徒たちは口々に話していました。

　「広島韓国教育院」から全美貞 ( ジョン・ミジョン ) 院長先生
が６月10 日に来校され、出前授業が行われました。竜キャンパ
スの教室で、韓国に興味がある約30名の本校の生徒が参加し、
熱心に授業を受けました。
　講演では韓国の文化や韓国留学案内についてのお話があったほ
か、簡単な韓国語も学びました。
　先生は「韓国は飛行機に乗って約２時間で行ける近い国です。
今月から入国規制が緩和されるので、ぜひ韓国に来てください。
観光や文化体験を通して日韓両国の友好がますます増えてほし
い」とおっしゃっていました。
　約 1 時間の講演はあっという間で、生徒たちは「今まで行き
たくてもコロナで行けなかった韓国に行ったような雰囲気を感じ
ることができた」、「K-pop ・ドラマ以外にもっと韓国について
知ることができた」と感想を述べていました。
　講演後はみんなで記念写真を撮り、先生から韓国のお土産もい
ただきました。

通学バス避難訓練

　６年生を対象とした Web 進路
説明会が６月１５日に行われまし
た。日本人生徒は午前中、留学生
は午後行われ、それぞれが希望す
る大学を選び自分のタブレットで
説明を聞きました。「大学のことが
よく分かった」「面白かったし、留
学生の支援についても詳しく教え
てくれた」などと感想を話してい
ました。

　5月14日午前10時より、明徳神社・明徳慰霊塔にて明徳祭が
行われました。
　明徳祭とは、明徳神社祭と明徳慰霊祭の２つのお祭りを併せた
ものです。
　明徳神社祭は、日夜私たちをご守護いただいている宇宙の本体
である神様に対し、学校側がお供え物をし、感謝の意を表し、今
後も教職員及び生徒たちの無事・安全を祈願するお祭りです。
　明徳義塾という学校が須崎市浦ノ内下中山の地に一夜のうちに
忽然として姿を現したということは、到底考えられません。学校
創立者をはじめとした多くの先人たちの、血のにじむようなご苦
労とご努力によって明徳義塾の礎が築かれ、今日があります。
　また、私たちの先輩の中には在学中あるいは卒業後に、不幸に
して事故や病気のため志半ばにして亡くなられた方もいらっしゃ
います。
　こうした創立者の御霊あるいは学校創立以前から今日に至るま
での間、ご協力いただいた先人たちの御霊、また私たちの先輩の
御霊などを併せてお祈りし、それらの方々の霊を慰め、感謝の気
持ちを示し、今後の一層の精進をお誓いするのが明徳慰霊祭です。

　医師であり作家でもある鎌田實先生による
「高校生のための文化講演会（主催高知新聞社）:
生きるって素晴らしい」が６月６日、オンライ
ンで行われ全高校生 ( 留学生を除く ) が受講し
ました。
　講演では、ご自身の生い立ちや幼少期のこと、
血のつながっていないご両親のこと、医師とし
て働いて感じたこと、日本の被災地や海外での
支援のことなど幅広いお話がありました。どの
話にも共通していることは、相手の身になるこ
との大切さでした。
　また、生徒代表の安住君の質問にも丁寧に分
かりやすく答えていただきました。
そして最後に、「高校生は何でもできる可能性
を持っています。1 年ずつ成長して自分の中に
なかった力を 3 年間で身につけた人は生き抜
く力がつきます。そのためにも本を読んで言葉
を持ってください。大きな夢や希望に羽ばたい
て欲しいです」とお言葉をいただきました。
　この講演を聞いた生徒たちは、「社会貢献が
できる人になりたい。自分を成長させたい」な
どと感想を述べていました。

　通学バス内で地震が発生したことを想定し
た避難訓練が 6 月 2 日に行われました。運転
手さんから「地震が発生しました。頭を守っ
てください」と指示されると、生徒たちは頭
を守り低い姿勢をとりました。
　その後、須崎便では松井先生から、その他
の便では吉田優先生から
　「自分の通学ルートやバス停をご家族の方と
共有しておいてください。いつどこで発生す
るか分からないので、そのルート上のどこで
待ち合わせるかも決めておくと安心です」と
お話がありました。

　４月１８日、元大相撲力士・
栃煌山関、影山雄一郎さん ( 第
２７期生 ) が清見潟親方となっ
て初めて母校を訪れました。清
見潟親方は今年１月に両国国技
館で行われた引退セレモニーの
お礼と報告をしました。その後、
相撲道場へ移動して後輩たちの
練習を見学しました。

Topics Meitoku Gijuku

令和 4年度中学・高等学校入学式令和 4年度中学・高等学校入学式

生徒代表　安住元輝
「明徳の校章はたんぽぽをモチーフにしています。開校当初より初代校長が大切にされていた『踏まれて
も咲くたんぽぽの笑顔かな』という言葉が私は大好きです。どんな困難にも屈することなく、強くたく
ましく咲くたんぽぽの姿が、明徳で頑張っている私たちの姿と重なると思うからです。この言葉が新入
生のみなさんの心に届き、明徳での生活の支えになってほしいと思っています。さぁ、いよいよ明徳で
の学校生活が始まります。今から多くの先輩がみなさんを全力で支えていくことをお約束します」(省略 )

新入生代表　橋本愛美
「入学前、私は明徳義塾の校名の由来を知ったとき、深く感銘を受けました。『大学の道は明徳を明らか
にするにあり』。私はこの言葉の意味が最初は分からず、何度も何度も読み返しました。そしてこう思
いました。ここでたくさんのことを学び、人として最も大切な道徳心を持ち続けていけば、私たちはお
互いの良いところ、悪いところも受け入れ合えて、心身ともに成長し、どんなことでも語り合える『仲間』
を作ることができるのではないか、と。そしてそれは、その先にあるどんな未来においても、世界のど
こにいても、本当に大切なことだと思います。これからの学校生活で先輩方や新たな仲間とともに力を
合わせて学び、喜びを分かち合い、かけがえのない宝物を手にすることができると信じています」(省略 )

清見潟親方 (影山さん第 27期生 ) 来校清見潟親方 (影山さん第 27期生 ) 来校 タブレット配付タブレット配付

　政府のGIGAスクール構想で、全国の学校に１人１台タ
ブレットの整備が一気に進みました。明徳では、4月25日、
すべての生徒に iPad を配付し、新しい教育のスタートを
切りました。各クラスではICT委員を新たに選出して、ネッ
トマナーに関する啓発標語を校内に掲示しました。担任か
ら使用手順の説明を受けた生徒は、さっそく電源を入れて、
動作確認をしました。これからデジタルとアナログの融合
社会に向けて、教科学習やクラブ活動のほか、自己を高め
賢くなるための
よい道具として
使いこなせるよ
うになっていき
たいです。

明 徳 祭明 徳 祭

通学バス避難訓練通学バス避難訓練通学バス避難訓練

広島韓国教育院出前授業

中学２年生、３年生
「いのちのレッスン」
中学２年生、３年生
「いのちのレッスン」

高校生のための文化講演会高校生のための文化講演会

進路説明会

新入生研修会
　中学１年生、高校１年生を対象と
した新入生研修会が４月２８日、堂ノ
浦キャンパス食堂で行われました。
校長先生からは、
　「生徒のみなさんは明徳に目標を
持って入学してきたと思うけれど、も
う一つ何か目標を見つけてください。
例えば語学。明徳ではそれができます。多くの留学生が在籍しているので、ぜひ
声をかけてください。その交流が語学の習得につながってきます。まだ入学した
ばかりだけれど、プラスアルファの学びをしてください。次に、時間を無駄にし
ないでください。竜キャンパスに『一刻生涯』と刻まれた石碑があります。これは、
初代校長の言葉で『一分一秒、刻一刻を大切に生きる』という意味です。この言
葉のように懸命に頑張ってください」とお話がありました。
　その後、建学の精神、教育方針、校名の由来、校章の由来、寮生活についての
1 つ 1 つの項目を生徒に読んでもらって、その内容を詳しく説明していただきま
した。

進路説明会進路説明会
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さつまいもの苗植え付けさつまいもの苗植え付け

ゴルフ部高校男女
全国選手権出場へ

国際演劇クラブ第 58回英語劇「マクベス」「スガナレル」が 6
月 24日、土佐市文化複合施設「つなーでブルーホール」で公演
され、約260人の観客を楽しませました。
今回の公演では、シェイクスピア作「マクベス」の最も印象的な
第一場とフランスのモリエール作の喜劇「スガナレル」のハチャ
メチャラブコメディの 2作を演じました。
出演した生徒たちは「この公演をやり切れたことにとても感動し
ました。観客のみなさんが笑ってくれていたことがうれしかった
です。お客さんの反応に舞台袖で涙が出そうになりました」と話
していました。
来場した小学生は「英語が分からなくても動きで内容が分かって
面白かった」と感想を述べていました。

　６月４日高知県立美術館ホールで開
催されたテナーサックス奏者・寺本英
彦氏の栄えある 60周年記念リサイタ
ルに、本校吹奏楽部がゲスト出演の依
頼を受け演奏してきました。
　当日は約 300人の観客の前で 15
分間、演奏や趣向を凝らしたダンスを
披露しました。
　また終演前には、寺本氏より㟢本宏
明校長に対して花束贈呈のサプライズ
もありました。

　サッカー道場近くの明徳農園では、毎年秋になると、中学生がさつまいもの収穫体
験をします。コロナ禍以降中止となっていたこの行事ですが、今年は施設部の先生た
ちが、あらかじめ耕運して、自然科学部の生徒たちと畝立てをしてくれていました。
　６月10日に、さつまいもの苗460本の植え付け体験を行いました。
この日は梅雨入りまえの、グッドコンディション。土に直接触れる機会は、今どきの
中学生たちにとって、とても有意義な体験です。
　楽しく明徳農園に芋を植え付けることができました。
　苗が活着するまでのしばらくの間は、灌水が欠かせませんが、おいしい芋ができる
ようにと、最上級生の３年生が、最後まで仕上げを手伝ってくれました。10月下旬
の芋掘りが楽しみですね。

　第67回高知放送（RKC）杯招待野球大会決勝戦が５月７日に、
いの町野球場で行われました。
　本校野球部が野市中学校・夜須中学校の連合チームに６対２
で勝ち、６年ぶり18回目の優勝を果たしました。

　第９回全国私学男子ソフトボール大会が５月３日から５日ま
で兵庫県の加古川市両荘グラウンドで行われ、本校ソフトボー
ル部が３位の成績を収めました。

Topics Meitoku Gijuku

ソフトボール部
全国私学３位
ソフトボール部
全国私学３位
ソフトボール部
全国私学３位
ソフトボール部
全国私学３位

中学野球部RKC杯優勝中学野球部RKC杯優勝中学野球部RKC杯優勝

藤田藍さん日本女子アマ出場

　令和４年度全日本アマチュアゴル
ファーズ選手権が 6 月 14 日、15 日兵
庫県のグランドオークプレイヤーズ
コースで行われ、寄田聖悟君が見事優
勝し、日本アマチュア選手権大会の出
場権を獲得しました。
　日本アマは６月 28 日～７月１日に行
われ、結果は予選落ちでした。
　「初めて出場し、今まで経験したこと
のないコースでプレーできたことに感
謝しています。出場できたのは、両親、
学校の支えのおかげだと思っています。
卒業生の岡田晃平さんが優勝し、より
励みになりました。これからも頑張っ
ていきます」と今後の目標につながる
良い経験となったようです。

　第７７回国民体育大会ゴルフ競技高知県代表選手二次選考会が６月
４日、５日に Kochi 黒潮カントリークラブ（CC）で行われ、県代表
選手としてゴルフ部女子３名が選ばれました。
　また男子の高知県代表選手二次選考会は６月１１日、１２日に同会
場で行われ、県代表選手として２名が選ばれました。
【6月 4日・5日のスコア】 【6月 11日・12日のスコア】
1　加藤菜摘 (72・72) 1　寄田　聖悟 (73・74)
2　髙木綾夏 (72・74) 2　石垣　光琉 (74・78)
3　福住あい (73・73)

【7月２日高知新聞】
　ゴルフの日本アマチュア選手
権大会で本校卒業の岡田晃平さ
ん（42 期生）が最終日ベスト
スコアの 67 をマークし、通算
15 アンダーで優勝を果たしま
した。
　また、福住修さん（43 期生）
も 5位と大健闘しました。

　ゴルフの四国高校選手権団体の部が５月２２日、松山シーサイドCC
で行われ、男女とも２位に入り、８月に栃木県で行われる全国選手
権の出場権を獲得しました。

【５月13日高知新聞】

寄田聖悟君日本アマ出場

ゴルフ部
国体 5名
選ばれる

ゴルフ部
国体 5名
選ばれる

ゴルフ部高校男女
全国選手権出場へ

英語劇英語劇
寺本英彦氏60周年記念リサイタルに

吹奏楽部がゲスト出演
寺本英彦氏60周年記念リサイタルに

吹奏楽部がゲスト出演

藤田藍さん日本女子アマ出場
　ゴルフの四国女子アマチュア選手権が5月12日に愛媛県で行われ、初日首位だった藤田藍さんが2オー
バーで4位に入り、日本女子アマの出場権を獲得しました。
　日本女子アマは6月14日～17日に行われ、惜しくも予選落ち。しかし藤田さんは「良い経験ができた。
次に生かしていきたい」と前向きに話していました。

寄田聖悟君日本アマ出場

ゴルフ部OB
岡田晃平さん（42期生）
日本アマ優勝‼

ゴルフ部OB
岡田晃平さん（42期生）
日本アマ優勝‼

ゴルフ部
国体 5名
選ばれる

ゴルフ部高校男女
全国選手権出場へ

英語劇
寺本英彦氏60周年記念リサイタルに

吹奏楽部がゲスト出演

さつまいもの苗植え付け
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県 体 壮 行 式県 体 壮 行 式県 体 壮 行 式 5 月 20 日、本校体育館で県体の壮行式が行われました。式は、コロナウイ
ルス対策として出場するクラブのみの参加となりました。

令和4年度高知県高等学校総合体育大会2022

インターハイ県予選が5月21日～23日に高知県の各会場で行われ、

7団体11個人が優勝を果たしました。

令和4年度高知県高等学校総合体育大会2022

インターハイ県予選が5月21日～23日に高知県の各会場で行われ、

7団体11個人が優勝を果たしました。

県体結果県体結果

全国高等学校総合体育大会「躍動の青い力四国総体 2022」が
7月 23日～ 8月 23日にかけて行われます。

出場者のみなさん、力を出し切って頑張ってください。

●相撲
　団体優勝
　個人　奥田史祐　優勝
　　　　ブヤン 3位
　　　　砂坂有哉 4位
　体重別　100キロ級　ゴンボ優勝
　　　　　　　　　　　北川亜州佳 準優勝
　　　　　　　　　　　島村大樹 4位
●バスケットボール
　優勝
●卓球
　男子団体優勝
　女子団体優勝
　女子ダブルス
　　上澤依央・上澤茉央　優勝
　　青井さくら・白山亜美　準優勝
　男子ダブルス
　　梅村友樹・藤元駿　優勝
　　加藤公輝・横部叶愛　準優勝
　女子シングルス
　　白山亜美　優勝
　男子シングルス
　　梅村友樹　準優勝
●ソフトテニス
　男子団体優勝
　女子団体 3位
　男子個人
　　石川伊吹・竹内晴紀　準優勝
　　片岡柾人・福見竜也
　　小笠原健斗・佐渡宝来　3位
　　丸田涼介・大薗善　5位
　　小田千颯・福島涼　6位
　　爲本江馬・遠藤功一　7位
　女子個人
　　工藤楓華・百田汐音　準優勝
●野球
　ブロック優勝 (4校 )
●サッカー
　ベスト 8
●硬式テニス部
　男子団体　1回戦
　男子シングルス
　　吉村春希　3回戦
　　西山響　2回戦
　男子ダブルス
　　栗林礼於・吉村春希　2回戦
　　西山響・濱田祐輝　2回戦

●カヌー
　学校対抗　男子優勝
　　　　　　女子準優勝
　《男子》
　フォア　優勝
　　(寺田隼斗・川口稜斗・山本凱斗・ラウハヤト )
　カナディアンシングル　渡邉裕征　優勝
　　　　　　　　　　　　下元悠太郎　準優勝
　カナディアンペア　下元悠太郎・渡邉裕征　優勝
　カヤックシングル　寺田隼斗　準優勝
　カヤックペア　　　寺田隼斗・川口稜斗　準優勝
　《女子》
　カナディアンシングル　小原彩香　準優勝
　カヤックシングル　津野星稀　3位
　カヤックペア　ガウィン映惟美・津野星稀　準優勝
●剣道
　男子団体　準優勝
　女子団体　3位
　《男子》個人　山下幸大　3位
　　　　　　　  松永宗也　ベスト 8
●空手
　男子団体　準優勝
　女子団体　準優勝
　《男子個人》
　形　　内藤新　優勝
　　　　高野翼彩 3位
　組手　﨑山力　準優勝
　　　　村上秀太 3位
　《女子個人》　　
　形　　宮地琉樺　優勝
　　　　西田有唯那ベスト 8
　組手　宮地琉樺　優勝
●バレーボール
　準優勝
●柔道
　団体 3位
　個人 81kg 級　　 岡林一心 3位
　　　100kg 超級　藤原 丞 準優勝
　　　　　 　　　　山中孝太　3位
●バドミントン
　男子ダブルス　　陳坤・ウドンタム　1回戦
　女子ダブルス　　山本みな子・南口紗唯花　1回戦
　男子シングルス　ジョンヒョンス　3回戦
　女子シングルス　山本みな子　1回戦
　　　　　　　　　恒石美月　1回戦
●ソフトボール
　1回戦

　選手代表決意表明：サッカー部主将　馬場仁基君
　「はじめにコロナ禍の中、壮行式を行ってくださっ
た先生方、力強くパワーをもらえる演奏をしてくだ
さった吹奏楽部、和太鼓部のみなさん、ありがとうご
ざいます。この素晴らしい壮行式に応えられように必
ず良い結果を報告します。今、ここにいる私たちは新
型コロナウイルスの影響で活動が制限されたり、楽し
い行事の数が減ったりするなど『我慢』をしてきた学
年だと思います。だからこそ、この素晴らしい壮行式
が無事に行われたことを当たり前だと思わず『感謝』
の気持ちを持ちましょう。それは、毎日顧問の先生に
ご指導していただいていること、お互い高め合える戦
友がいること、家族、仲間に支えてもらっていること
も同じです。感謝の気持ちを持つとともに、私たちが
これからできることは、県体で目標を達成することで
す。試合に勝つこと、全力を出し切ること、楽しむこ
となどが支えてきてくださった方々への恩返しになる
と思います。３年生はこれが最後の県体です。悔いを
残さず、全力で楽しむこと、去年、一昨年の先輩方の
思いをつなぐこと、メンバーに入れなかった人の分ま
で頑張ることを誓います」

●相撲
　団体優勝
　個人　奥田史祐　優勝
　　　　ブヤン 3位
　　　　砂坂有哉 4位
　体重別　100キロ級　ゴンボ優勝
　　　　　　　　　　　北川亜州佳 準優勝
　　　　　　　　　　　島村大樹 4位
●バスケットボール
　優勝
●卓球
　男子団体優勝
　女子団体優勝
　女子ダブルス
　　上澤依央・上澤茉央　優勝
　　青井さくら・白山亜美　準優勝
　男子ダブルス
　　梅村友樹・藤元駿　優勝
　　加藤公輝・横部叶愛　準優勝
　女子シングルス
　　白山亜美　優勝
　男子シングルス
　　梅村友樹　準優勝
●ソフトテニス
　男子団体優勝
　女子団体 3位
　男子個人
　　石川伊吹・竹内晴紀　準優勝
　　片岡柾人・福見竜也
　　小笠原健斗・佐渡宝来　3位
　　丸田涼介・大薗善　5位
　　小田千颯・福島涼　6位
　　爲本江馬・遠藤功一　7位
　女子個人
　　工藤楓華・百田汐音　準優勝
●野球
　ブロック優勝 (4校 )
●サッカー
　ベスト 8
●硬式テニス部
　男子団体　1回戦
　男子シングルス
　　吉村春希　3回戦
　　西山響　2回戦
　男子ダブルス
　　栗林礼於・吉村春希　2回戦
　　西山響・濱田祐輝　2回戦

●カヌー
　学校対抗　男子優勝
　　　　　　女子準優勝
　《男子》
　フォア　優勝
　　(寺田隼斗・川口稜斗・山本凱斗・ラウハヤト )
　カナディアンシングル　渡邉裕征　優勝
　　　　　　　　　　　　下元悠太郎　準優勝
　カナディアンペア　下元悠太郎・渡邉裕征　優勝
　カヤックシングル　寺田隼斗　準優勝
　カヤックペア　　　寺田隼斗・川口稜斗　準優勝
　《女子》
　カナディアンシングル　小原彩香　準優勝
　カヤックシングル　津野星稀　3位
　カヤックペア　ガウィン映惟美・津野星稀　準優勝
●剣道
　男子団体　準優勝
　女子団体　3位
　《男子》個人　山下幸大　3位
　　　　　　　  松永宗也　ベスト 8
●空手
　男子団体　準優勝
　女子団体　準優勝
　《男子個人》
　形　　内藤新　優勝
　　　　高野翼彩 3位
　組手　﨑山力　準優勝
　　　　村上秀太 3位
　《女子個人》　　
　形　　宮地琉樺　優勝
　　　　西田有唯那ベスト 8
　組手　宮地琉樺　優勝
●バレーボール
　準優勝
●柔道
　団体 3位
　個人 81kg 級　　 岡林一心 3位
　　　100kg 超級　藤原 丞 準優勝
　　　　　 　　　　山中孝太　3位
●バドミントン
　男子ダブルス　　陳坤・ウドンタム　1回戦
　女子ダブルス　　山本みな子・南口紗唯花　1回戦
　男子シングルス　ジョンヒョンス　3回戦
　女子シングルス　山本みな子　1回戦
　　　　　　　　　恒石美月　1回戦
●ソフトボール
　1回戦

全国高等学校総合体育大会「躍動の青い力四国総体 2022」が
7月 23日～ 8月 23日にかけて行われます。

出場者のみなさん、力を出し切って頑張ってください。
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　はい、2巻です。1巻もありますしオススメですが、個人的には
こちらの方が好きなので取り上げさせていただきました。大丈夫
です、この本は短編集ですので2巻からでも問題なく読めます。
　収録されているお話は全6話。そのどれもがブラックな内容だ
ったりホラーな内容だったりと、鬱屈(うっくつ)とした話がそろっ
ています。そんな状況なのにコミカルなテンションで話が進んで
いくものもあれば、ひたすら鬱々(うつうつ)とした路線を貫くも
のもあったりと、2パターンに分かれています。
　どれも独特の感性が反映された不思議な世界観の話ですが、
特に「落ちる飛行機の中で」という話が私のお気に入りです。受
験に失敗し、人生に絶望した浪人生がハイジャックを起こし、巻
き込まれた主人公と同乗したセールスマンとの緊張感に欠けた
やり取りが見所です。簡単にまとめると、墜落間近の飛行機の中
で安楽死の薬を全財産と引き換えに買うか？という話になりま
す、物騒な内容ですね。
　その他、下心満載の遺産相続の論争や、小説ならではの仕掛
けを活かしたトリックなど、面白い話がそろっています。勉強の合
間にでも読んでみてはいかがでしょうか。

3年1組/青野 樹理さん（愛媛県出身）

　人間たちを未練から救い、地縛霊にならないように主(あるじ)様(さま)
のもとへ連れていく死神。主人公・レオもそんな死神のひとりだった。最
近レオが担当する時代は、どうも地域に問題があるようだ。そこで、人間
たちがまだ生きているうちに接触することになり、犬の姿を借りて地上に
降り立った。拾ってくれた菜穂と一緒にホスピスで死に直面する人間を未
練から救うため、患者たちの過去の謎を解き明かしていくレオ。しかし、
彼の行動は、現在のホスピスに思わぬ危機を引き起こしていた…。
　死神といっても天然で不器用なレオと人間たちとのいろいろな交流に
とても感動します。
　生きていたら挫折や嫌なことは絶対あると思いますが、誰かのために
頑張ることは本当にすばらしいことだと思います。みなさんもぜひ読ん
でみてください。

4年D組/伊藝 もなみさん（高知県出身）

海賊とよばれた男
（著：百田尚樹/ 講談社）

優しい死神の飼い方
（著：知念実希人/光文社）

　「ハムレット」は、シェイクスピアの最も有名な作品であり、最も人気がある英
語劇の一つです。発刊以来、世界中に巨大で深い影響力を持っています。
　「生きるべきか、死ぬべきか。それが問題だ」この古典的なフレーズはハムレ
ットから来ています。
　この本をお薦めするのは、私が今までに読んだ中で一番いい外国作品だと思
うからです。言語の表現が非常に正確で、しかも読みやすく、詩に起伏とリズム
があります。
　ルネサンスを代表するこの本には、多くの芸術的価値があります。この時代
の文学の風潮の変革やシェイクスピアの言語観を反映しており、また、この時代
の思想解放や人々の人生に対する思考も反映しています。

6年日本語Ⅰ組/劉 一くん（中国出身）

わたしの

イチオシ！
わたしの

イチオシ！

第37回

ZOO 2
（著：乙一/集英社）

ハムレット
（著：シェイクスピア/新潮社）

本校事務局/山崎 拓哉さん（岡山県出身）

少年少女日本の歴史；
小学館版学習まんが

ナミヤ雑貨店の奇蹟
（著：東野圭吾 / KADOKAWA）
ナミヤ雑貨店の奇蹟
（著：東野圭吾 / KADOKAWA）

　「能受苦乃為智士・肯吃亏不是痴人・敬君子方显有徳・怕小人
不質天能」-郭德纲。
　「苦しみを耐えられる人は知恵のある人であり、損になること
をあえてするのは愚か者ではない…」といった意味で、つまり、
徳のある人とない人の違いを示しています。
　この本は、中国人の「忠」と「義」を解読する作品です。中国の
歴史を分析して、中国の歴史人物に対する作者の見解を述べて
います。中国では有名な本で、多くの人に読まれています。
　私は、この本を読んだ後、中国の歴史を知るだけでなく、人と
してどのような行いをし、どのような生き方をすべきかというこ
とをたくさん学びました。
　みなさんも、もし中国の歴史を知りたくなったらこの本を是非
読んでください。

５年特進Ⅰ/他益豪くん(中国出身)

郭论（論）
（著：郭德纲（綱）/湖南文芸出版社）

　第２次世界大戦はなぜ起きたのか。それは、私達の生活に影響を与えている
「石油」をめぐる戦いだった。民族資本の石油会社「国岡商店」は、戦争に負け
た夏にたくさんのものを失った。残ったのは借金のみ。それでも店主の国岡鐵
造はひとりもクビにせず、人のために動いた。『人間尊重』という信念を貫き、ど
んな人にも正しいことは何かを伝えた人だった。これは出光興産の創業者・出
光佐三をモデルにした実話だ。
　私は本当にこんなことができるのかと思った。会社の利益より消費者のため
に動き、何があっても諦めず全力で取り組むことは誰にでもできることではな
い。だからこそ私は、出光さんのようにチームのために動き、信念を貫ける人に
なりたい。

3年1組/青野 樹理さん（愛媛県出身）

　この本は、「ナミヤ雑貨店」に舞い込んでくる悩みの相談にの
る物語です。
　主人公の敦也と翔太、幸平の３人は、悪事を働いた後、逃げて
いる途中で車が故障し、ナミヤ雑貨店に足を踏み入れます。その
時「月のうさぎ」と名乗る人物からの手紙が届きます。店主の浪
矢さんの代わりに相談に乗っているうちに、手紙は32年前に書
かれたもので、現在と時空を超えてつながっていることが分かっ
てきます。
　初めは手紙の返事を書くことを拒否していた敦也も、相談に
乗り感謝されることで気持ちに変化が表れてきます。最後に相談
に乗った「迷える子犬」からの感謝の手紙を読み、自首をするた
めに戻ろうとします。その時…。
　東野圭吾さんの作品の中では簡単で読みやすいので、ぜひ読
んでもらいたいです。

　僕は、学習まんがの「少年少女日本の歴史」をおすすめします。僕たちの祖先が、それぞれの時代を一生懸命生きた情景がまんがだとより身近
に感じられ、まるで自分もその時代にタイムスリップしたかのように引き込まれます。もし、自分がその時代に生きていたらどんな思いで生きてい
ただろう。もし、今、タイムスリップができるとしたら、みなさんはどの時代に行ってみたいですか。僕だったら縄文時代に行ってみたいです。その
時代は、みんなで協力して争いのない時代だったと思うからです。
　学習まんが「少年少女日本の歴史」は、全２4巻あります。それぞれの巻ごとに時代が違い、歴史の授業やテスト対策の参考にもなります。実は僕
も今、社会で勉強している鎌倉時代に合わせてこの本を借りました。鎌倉時代は第７巻です。最初は、源氏が平家に勝ったところから始まります。
源頼朝や源義経などの人物がくわしく説明されています。今、テレビの大河ドラマで「鎌倉殿の１３人」も放送されているので、合わせて見たら鎌
倉時代をもっと楽しめると思います。

4年D組/伊藝 もなみさん（高知県出身）

海賊とよばれた男
（著：百田尚樹/ 講談社）

少年少女日本の歴史；
小学館版学習まんが
2年2組/松井一音くん(高知県出身)

　はい、2巻です。1巻もありますしオススメですが、個人的には
こちらの方が好きなので取り上げさせていただきました。大丈夫
です、この本は短編集ですので2巻からでも問題なく読めます。
　収録されているお話は全6話。そのどれもがブラックな内容だ
ったりホラーな内容だったりと、鬱屈(うっくつ)とした話がそろっ
ています。そんな状況なのにコミカルなテンションで話が進んで
いくものもあれば、ひたすら鬱々(うつうつ)とした路線を貫くも
のもあったりと、2パターンに分かれています。
　どれも独特の感性が反映された不思議な世界観の話ですが、
特に「落ちる飛行機の中で」という話が私のお気に入りです。受
験に失敗し、人生に絶望した浪人生がハイジャックを起こし、巻
き込まれた主人公と同乗したセールスマンとの緊張感に欠けた
やり取りが見所です。簡単にまとめると、墜落間近の飛行機の中
で安楽死の薬を全財産と引き換えに買うか？という話になりま
す、物騒な内容ですね。
　その他、下心満載の遺産相続の論争や、小説ならではの仕掛
けを活かしたトリックなど、面白い話がそろっています。勉強の合
間にでも読んでみてはいかがでしょうか。

　人間たちを未練から救い、地縛霊にならないように主(あるじ)様(さま)
のもとへ連れていく死神。主人公・レオもそんな死神のひとりだった。最
近レオが担当する時代は、どうも地域に問題があるようだ。そこで、人間
たちがまだ生きているうちに接触することになり、犬の姿を借りて地上に
降り立った。拾ってくれた菜穂と一緒にホスピスで死に直面する人間を未
練から救うため、患者たちの過去の謎を解き明かしていくレオ。しかし、
彼の行動は、現在のホスピスに思わぬ危機を引き起こしていた…。
　死神といっても天然で不器用なレオと人間たちとのいろいろな交流に
とても感動します。
　生きていたら挫折や嫌なことは絶対あると思いますが、誰かのために
頑張ることは本当にすばらしいことだと思います。みなさんもぜひ読ん
でみてください。

５年中国語/中本杏月さん(広島県出身)

優しい死神の飼い方
（著：知念実希人/光文社）

　「ハムレット」は、シェイクスピアの最も有名な作品であり、最も人気がある英
語劇の一つです。発刊以来、世界中に巨大で深い影響力を持っています。
　「生きるべきか、死ぬべきか。それが問題だ」この古典的なフレーズはハムレ
ットから来ています。
　この本をお薦めするのは、私が今までに読んだ中で一番いい外国作品だと思
うからです。言語の表現が非常に正確で、しかも読みやすく、詩に起伏とリズム
があります。
　ルネサンスを代表するこの本には、多くの芸術的価値があります。この時代
の文学の風潮の変革やシェイクスピアの言語観を反映しており、また、この時代
の思想解放や人々の人生に対する思考も反映しています。

6年日本語Ⅰ組/劉 一くん（中国出身）

ZOO 2
（著：乙一/集英社）

ハムレット
（著：シェイクスピア/新潮社）

本校事務局/山崎 拓哉さん（岡山県出身）

　「能受苦乃為智士・肯吃亏不是痴人・敬君子方显有徳・怕小人
不質天能」-郭德纲。
　「苦しみを耐えられる人は知恵のある人であり、損になること
をあえてするのは愚か者ではない…」といった意味で、つまり、
徳のある人とない人の違いを示しています。
　この本は、中国人の「忠」と「義」を解読する作品です。中国の
歴史を分析して、中国の歴史人物に対する作者の見解を述べて
います。中国では有名な本で、多くの人に読まれています。
　私は、この本を読んだ後、中国の歴史を知るだけでなく、人と
してどのような行いをし、どのような生き方をすべきかというこ
とをたくさん学びました。
　みなさんも、もし中国の歴史を知りたくなったらこの本を是非
読んでください。

５年特進Ⅰ/他益豪くん(中国出身)

郭论（論）
（著：郭德纲（綱）/湖南文芸出版社）

　第２次世界大戦はなぜ起きたのか。それは、私達の生活に影響を与えている
「石油」をめぐる戦いだった。民族資本の石油会社「国岡商店」は、戦争に負け
た夏にたくさんのものを失った。残ったのは借金のみ。それでも店主の国岡鐵
造はひとりもクビにせず、人のために動いた。『人間尊重』という信念を貫き、ど
んな人にも正しいことは何かを伝えた人だった。これは出光興産の創業者・出
光佐三をモデルにした実話だ。
　私は本当にこんなことができるのかと思った。会社の利益より消費者のため
に動き、何があっても諦めず全力で取り組むことは誰にでもできることではな
い。だからこそ私は、出光さんのようにチームのために動き、信念を貫ける人に
なりたい。

2年2組/松井一音くん(高知県出身)

５年中国語/中本杏月さん(広島県出身)

　この本は、「ナミヤ雑貨店」に舞い込んでくる悩みの相談にの
る物語です。
　主人公の敦也と翔太、幸平の３人は、悪事を働いた後、逃げて
いる途中で車が故障し、ナミヤ雑貨店に足を踏み入れます。その
時「月のうさぎ」と名乗る人物からの手紙が届きます。店主の浪
矢さんの代わりに相談に乗っているうちに、手紙は32年前に書
かれたもので、現在と時空を超えてつながっていることが分かっ
てきます。
　初めは手紙の返事を書くことを拒否していた敦也も、相談に
乗り感謝されることで気持ちに変化が表れてきます。最後に相談
に乗った「迷える子犬」からの感謝の手紙を読み、自首をするた
めに戻ろうとします。その時…。
　東野圭吾さんの作品の中では簡単で読みやすいので、ぜひ読
んでもらいたいです。

　僕は、学習まんがの「少年少女日本の歴史」をおすすめします。僕たちの祖先が、それぞれの時代を一生懸命生きた情景がまんがだとより身近
に感じられ、まるで自分もその時代にタイムスリップしたかのように引き込まれます。もし、自分がその時代に生きていたらどんな思いで生きてい
ただろう。もし、今、タイムスリップができるとしたら、みなさんはどの時代に行ってみたいですか。僕だったら縄文時代に行ってみたいです。その
時代は、みんなで協力して争いのない時代だったと思うからです。
　学習まんが「少年少女日本の歴史」は、全２4巻あります。それぞれの巻ごとに時代が違い、歴史の授業やテスト対策の参考にもなります。実は僕
も今、社会で勉強している鎌倉時代に合わせてこの本を借りました。鎌倉時代は第７巻です。最初は、源氏が平家に勝ったところから始まります。
源頼朝や源義経などの人物がくわしく説明されています。今、テレビの大河ドラマで「鎌倉殿の１３人」も放送されているので、合わせて見たら鎌
倉時代をもっと楽しめると思います。
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① 宝くじで一等が当たったら何に使う？
② 好きな本や映画は何？
③ 旅行するならどこに行きたい？
④ 最後の晩餐に食べたいものは？
⑤ 自身の中学・高校時代の思い出
⑥ 明徳生にひと言

坪川 大祐
東京都出身
堂ノ浦キャンパス/国語
①車を買う
②カイジ
③アメリカ・沖縄
④肉、魚、お酒。美味しいものをたくさん食べる
⑤野球部での活動
　かわいい悪さをしたこと
⑥後悔先に立たず
　後悔しないよう、今できることを一所懸命に。

藤井 正幸
大阪府出身　　寮務
①体育館をたてる
②月刊バスケットボール
③アメリカ（NBA観戦）
④オムライス・お寿司・お母ちゃんの卵焼き
⑤全国制覇
⑥夢は見るものじゃない　掴み取るものだ！！
　それぞれの目標に向かってチャレンジしましょう。

竹下 海人
静岡県出身
竜キャンパス／日本語
①庭の広い家を建てて大きい
　犬を飼いたいです
②グリーンブックという映画が好きです
　先日事務局の藤井君とコナンの映画を観に行き
　ました
③ヴェネツィアに行ってみたいです
④母親のおにぎりが食べたいです
⑤クラスで問題が起こったときに担任の吉田志保先
　生が涙を流しながら怒ってくれたことです。
　しきりに涙を流す先生でとても生徒思いで、とても
　慕われている先生でした。
⑥せっかく親元を離れて大変な生活を送っているの
　で、両親に感謝しながら少しでも自分の糧にでき
　るように頑張りましょう！

舟﨑 裕輝

松下 良士

パラティーノ　アデリノ

藤井 将大

山本 航太郎横山 拓也

大槻 政博

コロナ対策「学校対応会議」の軌跡７

香川県出身
堂ノ浦キャンパス／情報
①家族に分配して余った
　お金は貯金します。
②特別好きといえる本や映画はまだ見つかってい
ませんが、「アクション・ファンタジー・SF・アニメー
ション」のジャンルが好きで「ホラー・ドラマ・恋愛・ド
キュメンタリー」のジャンルはあまり見ません。
③宇宙ステーション
私が生きている内に、技術が進歩して気軽にいけ
るようになってほしいです。
④死んでもいいと思えるほどのおいしい料理を食
べて最期を迎えたいです。
⑤学校へ行って友達と話して授業を聴いて、学校
が終われば部活に励み、部活が終われば家に帰っ
て宿題をして終われば遊ぶごくごく普通の学生時
代でした。
⑥家族・友人・先生たちさまざまな人から○○○を
受け取っていることに気づいてください、さまざま
な人が○○○を払ったものを君たちは、受け取っ
て今があります。受け取ったものに感謝し、また、
活用できるように考えて生活してください。

大阪府出身
堂ノ浦キャンパス/保健体育
①欲しい物を全部買って、
　余れば貯金します。
②本は全く読まないですが、映画なら海猿が好き
です！ドラマも映画も全部観ました！初めて観たとき
にカッコよさに惹かれました！
③美味しいものを食べに日本一周！
　クロアチアにも行ってみたいです！
④家族全員となら何でも！
⑤柔道漬けの日々で部活がすごく充実していたこ
とと、高校３年間京セラドームで体育祭をしたこと。
京セラドームでの体育祭は自慢です！
⑥話しかけづらいとよく言われるのです
が、そんなこと全くないので気軽に話し
かけてください！たくさん話しましょう！

USA出身
竜キャンパス/英語
①まず、妻に素敵なジュエリー
をプレゼントしたい。それから愛車の車体も塗り直し
てもらいたいですね。残りのお金は節約すると思います。
②やっぱりSTAR WARSエピソードVが一番好きですね。
③アメリカへ行って、娘にいとこと遊んでもらいたいです。
④手作りのラザニア
⑤私のお父さんは大型トラック整備士です。自分は中
学時代のころから大学卒業まで父の工場でよく手伝
っていました。当時のことや、お父さんから学んだ大
切なことをよく思い出します。
⑥周りにいる友達やクラスメイトを大事にしてくださ
い。行動する前に、自分の行動が他の人にどのように
影響するかを考えてください。

高知県出身
堂ノ浦キャンパス/数学
①旅行
②本は、「武士道シックスティーン」です。部活一筋の
明徳生におすすめの一冊です。
　映画は、「名探偵コナン　沈黙の15分」です。コナ
ンの名言が心に刺さる作品です。
③国内旅行なら、京都、海外旅行なら、シンガポール
に行きたいです。
　両方とも一度は訪問したことがありますが、行けて
いないところが多いので、また行きたいです。
④カレーライス
⑤中学生のときは、陸上部に所属し、朝も夕方も練習
で走り回っていたことです。毎日、練習を積み重ね
て、試合でタイムが出たときは、とてもうれしかった
です。
　高校生のときは、勉強が忙しいなかで、ホームマッ
チや文化祭、体育祭といった行事で生徒会執行部と
して、計画から当日の運営までを仲間とやりとげたこ
とです。
⑥「迷ったら前へ」「最後まで諦めず不可能を可能に
する。」部活も勉強も、勝利（成功）を信じてあきらめ
ずに闘い続けてください。

東京都出身
堂ノ浦キャンパス/事務局
①世界一周旅行と
　　日本全国グルメ旅。
②「20代を無難に生きるな」この本を読んで、20代
の生き方・考え方を学びました。
　「コナン」同期の竹下くんと映画館で鑑賞しました。
③友達が韓国にいるので、韓国に行きたいです。
④フレンチフルコース。
⑤野球一筋でした。中学ではアメリカ・韓国で試合
ができたこと、高校では後にプロ入りした選手と多
く対戦できたことが印象に残っています。
⑥「迷ったら前へ」
　今しかできないことがたくさんあります。
悔いを残さないように、自分を信じて勉強に部活
に打ち込んでください。事務局から見守っていま
す。

大阪府出身
竜キャンパス/理科
①普段から僕を支えてくれる
　5年特進Ⅰ組の生徒のために使いましょう！
②「君の名は。」です。
　映像と音楽がとてもきれいなので。
③高校の修学旅行で台湾に行ったので、台湾にも
う一度行きたいです。
④お寿司とお肉のセットです。
⑤中高両方とも、のんびりとした先生が多く、ま
た、高校の校則はだいぶゆるかったので、のびのび
ゆったりとした青春を過ごしていました。
⑥あたりまえのことをあたりまえにできる人は少な
いです。
　あたりまえのことをあたりまえに行いつつ、いろ
いろな苦難困難を乗り越えて、青春を楽しんでくだ
さい。

3/4
前日の濃厚接触者の検査結果は陰性
新たに病院へ行った結果は陽性。校内隔離寮へ移動。濃厚接
触者はなし
3/5
陽性者あり。個室で隔離対応。その他、分散食事、集合をしない
夕礼方法などの対応を要請
3/9
体調不良者はゼロ
健康観察者はゼロだが、今後のために現在の態勢の継続を指
示
春休みのクラブ計画表を学校長と検査中
3/16、17の新入留学生の入国者数は集計完了。17日以降に韓
国、モンゴルからの入国がある。入校後は１週間校内隔離。
3/16
9日以降、新たな陽性者あり
減少傾向だが、体調不良者は継続してあり。対策と健康観察を
徹底するよう指示
春休みのクラブ活動計画について、感染対策を徹底した上での
公式戦の全国大会出場を許可
中３生卒業式来校の保護者との外出は、１７時までに限定し許
可
指定国隔離の規制国の入校留学生について、指定隔離終了後
４日間を校内にて本校健康観察期間として設定
混成寮における新入留学生は部屋を固めて、在校生と居住空
間を分けることを要請
クラブの買い出し・買物等に関して、監督責任の下、許可（外食
は禁止）
新入生の合宿のための早期入寮の際、合宿後も継続して在寮
させ、帰省は不可とする　
保護者の面会について、試合観戦は良いが、学内への立ち入り
は禁止とする
3/23
油断はできない状況。対策の継続、徹底を指示
陽性者が増えているので、各クラブ活動における接触させない練
習の他、感染対策の徹底を校長より指示
感染が判明したクラブは、一定期間の活動の制限をとる（寮生
の帰省、直近の公式戦を棄権、部屋と練習に関する個別対応な
ど）
対策済みの外部との県内合宿を許可
3/28～4/28にかけて、新規留学生の受け入れが本格化
3/28
陽性者あり。～4/4まで校内隔離寮にて隔離。濃厚接触者あり。
結果は陽性。
ゼロにはならず。油断はせず対策の継続を要請
37.5℃以上の発熱者の隔離対応は、解熱後７日間とする
発熱のない場合の体調不良者は２～３日間は出席停止扱いと
するが、生徒への対応を教員から説明するよう要請
３回目接種について、校長より国へ要請。知事経由で須崎保健
所へ120人枠を２回分確保。事後、保護者承諾の段取りをつけ、
接種人数を確定する
３回目接種に向けて、各クラブの大会日程等を調整し、スケジュ
ールを構築
県の感染対策状況のステージ繰り下げにあたり、県内との練習
試合を許可。県外との試合は禁止
4/5
学内の新たな陽性者はいない。現在隔離中の生徒も次第に通
常の生活に復帰。通学生の陽性報告はないが、新学期に担任
は改めて休暇中の状況を確認するよう指示　　　
今後も継続した換気、マスク着用、黙食の徹底を要請
4/11、12、13入校の中国、モンゴルの留学生は入校後７日間の
隔離を学内で行う
4/13
陽性者確認。濃厚接触者あり。それぞれ校内隔離寮にて健康観
察
保健所より、健康観察を中心に、感染対策の徹底と生徒の体調
管理を確実に行うよう指示
発熱者あり。７日間の健康観察を継続
３回目のワクチン接種実施予定
16日から県立学校も県外との練習試合を許可。本校は4/23の
遠征届から許可。
来校の場合は、その道場のみでの活動とし、食堂等の共有施設
は使用禁止。体接触の競技は十分注意し、県体に支障が出ない
ようにするよう指示
感染がこれ以上拡大しないよう厳戒態勢の継続を要請

通学生の家族が陽性で、生徒も陽性であるが、休暇期間中に日
数が経過し、医師等の判断で登校の許可が出る状況になった場
合、寮、クラス、クラブの指導者は、学内の環境を十分熟知し、対
応するよう校長より要請
4/20
陽性者隔離終了。濃厚接触者も健康観察期間を終了し、復帰
済み
隔離生徒ゼロ。その後、発熱者もなし
油断はせず、今後も対策の継続を要請。現在の態勢に変更なし
３回目のワクチン接種は順調
4/27
3回目ワクチン接種、残り２日間で現在予定している人数は完了
クラブ別食事時間を３グループ編成に変更
ＧＷ中の県外遠征について、特別に許可につき、帰寮時は抗原
検査を実施し、帰寮５日後までは、一般生徒と寝食の別対応を
取るよう要請
ＧＷ後の県体強化期間（５/９～５/１９）について、夜間練習等
は許可制で対応
4/27、28　成田、関空より新規入国生あり
5/11
陽性者あり。濃厚接触者はなし
香川へ遠征後、相手校に陽性者の報告あり。本学該当クラブ生
の体調は良好だが、注意して健康観察をするよう指示
県体に向け、より一層の注意、対策を要請
5/19　関空より新規入校あり
5/18
学内の発熱者なし
マスク着用の徹底を要請
留学生の夏の帰国について６年生以外は許可。帰国しない生
徒については、授業を組むことを決定
6/25の保護者会の開催について、県内の感染者も高止まりの
状況なので、今年度も≪中止≫を決定
5/25
学内の発熱者なし
文科省の方針は、マスクなしの場合は２ｍ以上離れることと、会
話なしが前提だが、学内の対策は継続
県体で他者と接触しているので、健康観察と対応の徹底を指示
6/1
30日陽性者あり。6/7まで校内隔離寮にて隔離
31日陽性者あり。6/8まで校内隔離寮にて隔離
31日濃厚接触者指定。健康観察のため、健康観察隔離寮へ移
動
その他の関係者は、抗原検査実施。結果は陰性だが、要健康観
察
教室など近距離になるところでは、マスク着用の徹底を指示
食事は黙食の徹底を指示
6月以降の新規入校留学生は到着して１泊隔離後、抗原検査を
して入寮
今後の保護者の面会について、ルール等の内容を決めるよう要
請
6/9　
5/30の陽性者はクラスターとして報告。陽性者は、順次復帰。濃
厚接触者は6/10で健康観察隔離終了
6/8新たに陽性者あり。校内隔離寮へ移動。濃厚接触者は健康
観察寮へ移動。その他の接触者は健康観察要注意。
今後も、近距離での会話や食事中の対策を徹底するよう要請。
発熱者あり。抗原検査は陰性。健康観察隔離寮にて隔離
四国大会に向け、対策を強化するよう要請
陽性者の出たクラブの遠征は、２週間は地区大会もキャンセル
の指示
マスク外しの明徳ルールの策定を要請したが、再び感染者出現
につき、マスク着用は変更はなく、現在のまま継続するよう要請
6/15
コロナ陽性者、濃厚接触者の経過は順調
14日　黒潮寮での健康観察者の観察期間が終了し、黒潮寮内
はゼロ
大志寮の陽性者は、順次隔離終了
14日　発熱生徒が病院受診⇒扁桃腺炎
→念のため７日間の健康観察へ
湿気の多い気候のため、体調不良者が若干名あり
→症状としては「頭痛」「吐き気」「腹痛」など
距離の取れない空間においては、マスク着用の要請　　

3/4
前日の濃厚接触者の検査結果は陰性
新たに病院へ行った結果は陽性。校内隔離寮へ移動。濃厚接
触者はなし
3/5
陽性者あり。個室で隔離対応。その他、分散食事、集合をしない
夕礼方法などの対応を要請
3/9
体調不良者はゼロ
健康観察者はゼロだが、今後のために現在の態勢の継続を指
示
春休みのクラブ計画表を学校長と検査中
3/16、17の新入留学生の入国者数は集計完了。17日以降に韓
国、モンゴルからの入国がある。入校後は１週間校内隔離。
3/16
9日以降、新たな陽性者あり
減少傾向だが、体調不良者は継続してあり。対策と健康観察を
徹底するよう指示
春休みのクラブ活動計画について、感染対策を徹底した上での
公式戦の全国大会出場を許可
中３生卒業式来校の保護者との外出は、１７時までに限定し許
可
指定国隔離の規制国の入校留学生について、指定隔離終了後
４日間を校内にて本校健康観察期間として設定
混成寮における新入留学生は部屋を固めて、在校生と居住空
間を分けることを要請
クラブの買い出し・買物等に関して、監督責任の下、許可（外食
は禁止）
新入生の合宿のための早期入寮の際、合宿後も継続して在寮
させ、帰省は不可とする　
保護者の面会について、試合観戦は良いが、学内への立ち入り
は禁止とする
3/23
油断はできない状況。対策の継続、徹底を指示
陽性者が増えているので、各クラブ活動における接触させない練
習の他、感染対策の徹底を校長より指示
感染が判明したクラブは、一定期間の活動の制限をとる（寮生
の帰省、直近の公式戦を棄権、部屋と練習に関する個別対応な
ど）
対策済みの外部との県内合宿を許可
3/28～4/28にかけて、新規留学生の受け入れが本格化
3/28
陽性者あり。～4/4まで校内隔離寮にて隔離。濃厚接触者あり。
結果は陽性。
ゼロにはならず。油断はせず対策の継続を要請
37.5℃以上の発熱者の隔離対応は、解熱後７日間とする
発熱のない場合の体調不良者は２～３日間は出席停止扱いと
するが、生徒への対応を教員から説明するよう要請
３回目接種について、校長より国へ要請。知事経由で須崎保健
所へ120人枠を２回分確保。事後、保護者承諾の段取りをつけ、
接種人数を確定する
３回目接種に向けて、各クラブの大会日程等を調整し、スケジュ
ールを構築
県の感染対策状況のステージ繰り下げにあたり、県内との練習
試合を許可。県外との試合は禁止
4/5
学内の新たな陽性者はいない。現在隔離中の生徒も次第に通
常の生活に復帰。通学生の陽性報告はないが、新学期に担任
は改めて休暇中の状況を確認するよう指示　　　
今後も継続した換気、マスク着用、黙食の徹底を要請
4/11、12、13入校の中国、モンゴルの留学生は入校後７日間の
隔離を学内で行う
4/13
陽性者確認。濃厚接触者あり。それぞれ校内隔離寮にて健康観
察
保健所より、健康観察を中心に、感染対策の徹底と生徒の体調
管理を確実に行うよう指示
発熱者あり。７日間の健康観察を継続
３回目のワクチン接種実施予定
16日から県立学校も県外との練習試合を許可。本校は4/23の
遠征届から許可。
来校の場合は、その道場のみでの活動とし、食堂等の共有施設
は使用禁止。体接触の競技は十分注意し、県体に支障が出ない
ようにするよう指示
感染がこれ以上拡大しないよう厳戒態勢の継続を要請

通学生の家族が陽性で、生徒も陽性であるが、休暇期間中に日
数が経過し、医師等の判断で登校の許可が出る状況になった場
合、寮、クラス、クラブの指導者は、学内の環境を十分熟知し、対
応するよう校長より要請
4/20
陽性者隔離終了。濃厚接触者も健康観察期間を終了し、復帰
済み
隔離生徒ゼロ。その後、発熱者もなし
油断はせず、今後も対策の継続を要請。現在の態勢に変更なし
３回目のワクチン接種は順調
4/27
3回目ワクチン接種、残り２日間で現在予定している人数は完了
クラブ別食事時間を３グループ編成に変更
ＧＷ中の県外遠征について、特別に許可につき、帰寮時は抗原
検査を実施し、帰寮５日後までは、一般生徒と寝食の別対応を
取るよう要請
ＧＷ後の県体強化期間（５/９～５/１９）について、夜間練習等
は許可制で対応
4/27、28　成田、関空より新規入国生あり
5/11
陽性者あり。濃厚接触者はなし
香川へ遠征後、相手校に陽性者の報告あり。本学該当クラブ生
の体調は良好だが、注意して健康観察をするよう指示
県体に向け、より一層の注意、対策を要請
5/19　関空より新規入校あり
5/18
学内の発熱者なし
マスク着用の徹底を要請
留学生の夏の帰国について６年生以外は許可。帰国しない生
徒については、授業を組むことを決定
6/25の保護者会の開催について、県内の感染者も高止まりの
状況なので、今年度も≪中止≫を決定
5/25
学内の発熱者なし
文科省の方針は、マスクなしの場合は２ｍ以上離れることと、会
話なしが前提だが、学内の対策は継続
県体で他者と接触しているので、健康観察と対応の徹底を指示
6/1
30日陽性者あり。6/7まで校内隔離寮にて隔離
31日陽性者あり。6/8まで校内隔離寮にて隔離
31日濃厚接触者指定。健康観察のため、健康観察隔離寮へ移
動
その他の関係者は、抗原検査実施。結果は陰性だが、要健康観
察
教室など近距離になるところでは、マスク着用の徹底を指示
食事は黙食の徹底を指示
6月以降の新規入校留学生は到着して１泊隔離後、抗原検査を
して入寮
今後の保護者の面会について、ルール等の内容を決めるよう要
請
6/9　
5/30の陽性者はクラスターとして報告。陽性者は、順次復帰。濃
厚接触者は6/10で健康観察隔離終了
6/8新たに陽性者あり。校内隔離寮へ移動。濃厚接触者は健康
観察寮へ移動。その他の接触者は健康観察要注意。
今後も、近距離での会話や食事中の対策を徹底するよう要請。
発熱者あり。抗原検査は陰性。健康観察隔離寮にて隔離
四国大会に向け、対策を強化するよう要請
陽性者の出たクラブの遠征は、２週間は地区大会もキャンセル
の指示
マスク外しの明徳ルールの策定を要請したが、再び感染者出現
につき、マスク着用は変更はなく、現在のまま継続するよう要請
6/15
コロナ陽性者、濃厚接触者の経過は順調
14日　黒潮寮での健康観察者の観察期間が終了し、黒潮寮内
はゼロ
大志寮の陽性者は、順次隔離終了
14日　発熱生徒が病院受診⇒扁桃腺炎
→念のため７日間の健康観察へ
湿気の多い気候のため、体調不良者が若干名あり
→症状としては「頭痛」「吐き気」「腹痛」など
距離の取れない空間においては、マスク着用の要請　　

奈良県出身
広報入試部
①株を買います。
②稲盛和夫の生き方
　何度も読み返している本です。
③ハワイです。家族でゆっくりくつろぎたいです。
④美味しいお米と味噌汁。
⑤明徳で6年間生活し素晴らしい先輩・後輩そして
先生に出会えたこと。
　野球部で負けた試合とリベンジに燃えた高３の夏。
⑥努力はかならず報われる。自分を信じ、夢に向か
って突き進んでください。徹すれば壁は破れる。
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