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保護者総会が行われる。～新会長に羽生氏、新副会長に佐藤氏 

岩田学園総務部広報課 

 ５月７日（土），保護者会の定期総会が開催

されました。今回もたくさんの保護者の

方々にご参加いただき，会場となった体育

館では事前に用意したイスが足りなくなる

ほどの盛況ぶりでした。 

  総会では，今年度の保護者会会長に羽生

正宗氏，副会長に佐藤真千子氏が，満場一

致で選出されました。また昨年度の活動報

告や会計報告，今年度の活動計画や予算案

も原案通り了解・承認されました。総会終

了後，クラスごとの懇談会でクラス役員

（幹事）が選出され，午後の幹事会で学年

代表となる役員（常任幹事）が決定し，新

年度の体制が発足しました。 

 河越会長をはじめ旧役員の皆様、たいへ

んお世話になりました。お疲れ様でした。 

 

平成２３年度の保護者会活動方針 
保護者会会則第３条に基づき、次の事業を

行います。 

① 学校教育および家庭教育の充実・振興

に関して必要と認める事業 

●教育講演会の開催。 

●夏季休業中の生徒への学習支援事業の

実施。 

●学園祭ＤＶＤの作成（販売は本校の保護

者・生徒に限ります）。 

●ＡＰＵとの体験交流事業の実施。 

② 会員の研修および親睦に関して必要と

認める事業 

 ●会員同士の親睦を目的としたレクリ

エーション事業の実施。 

 ●体育大会の際の保護者駐車場～グラン

ド間のシャトルバスの運行。 

●その他必要と認める事業は常任幹事会

で協議し、実施します。 

C 校内の教育環境整備を目的とする保護者

会の収益事業 

 

５号議案 平成２３年度予算(案)について 
［予算編成の考え方］ 

新しい活動や企画の予算執行にあたって

は、幹事会等で十分協議し効率的な運用に

努めていきます。 

（総務主任 成松） 

 

【収入の部】 

 

 

 

 

 

 

 
 
【支出の部】 

 

保護者総会が行われる。 
～新会長に羽生氏、佐藤氏 

１ 

地区別懇談会について 

保護者会新役員紹介 
２ 

平成23年度学年教科担当 ３ 

平成23年度部活動活動計画 
４

５ 

４,５月の部活動の結果報告 
６

７ 

保健室より 養護教諭 野村めぐみ ７ 

今月の出来事＆おしらせ ８ 

学園だより学園だより  

項 目 本年度予算 摘 要 

繰越金 １,１７６,９０９   

会 費 ７４２,８００ １,２００円×６１９名 

事業収入 ２００,０００ 保護者会収益事業 

雑収入 ２２１ 利息等 

合 計 ２,１１９,９３０   

項 目 本年度予算 摘 要 

教育事業費 １,３００,０００ 講演会費､学習支援

費､ＡＰＵ体験交流

事業費等 

交流事業費 ３５０,０００ ﾚｸﾚｰｼｮﾝ費、学年活

動補助費、ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ

運行費等 

その他事業費 １５０,０００ 保護者会収益事業 

会議費 １００,０００ 総会議案書印刷代等 

慶弔費 ５０,０００ 弔意、見舞金等 

予備費 １６９,９３０   

合 計 ２,１１９,９３０  



保護者名 

会 長 羽生 正宗 

副会長  
佐藤 真千子 

柳井 修(教頭) 

常

任

幹

事 

１年 羽生 文枝    

２年 須賀 涼子 

３年 下田 稚子 

４年 田吹 志乃 

５年 井上 杉夫 

６年 奥  欣也 

事務局長 工藤 紀次 

保護者会 

担当職員  

成松 茂 

岡邊 峰代 

役 職 

委員長 財前 朗担 

谷口 久枝 

阿部 玉枝 
副委員長 

【推薦委員会】 

【幹事会】 役員紹介【常任幹事会】 
年 クラス 保護者名 

 

中 

１ 

１組 
原口  舞 

山田 規子 

２組 
真宮 美香 

  

３組 
羽生 文枝    

東山 しずこ 

 
 

 

 

中 

２ 

１組 
安部 美樹 

高橋 志野 

２組 
須賀 涼子 

安東 桂子 

３組 
後藤 宏美 

 

 
 

 

年  クラス 保護者名 

中 

３  

１組 
下田 稚子 

平沼 昌子  

２組 
阿部 玉枝 

平松 信子 

３組 
伊藤 佳代子 

尾家 恭子 

 

 

高 

１  

１組 
後藤 加奈恵 

角田 あゆみ 

２組 
大澤 浩子  

岡田 恭子 

３組 
田吹 志乃 

谷口 久枝 

４組 
福本 敏弘 

鈴木 美千代 

 

年 クラス 保護者名 

 

高 

２ 

１組 
財前 朗担 

伊藤 寿和子 

２組 
渡部 順子 

井上 杉夫 

３組 
豊田 由香 

時枝 由美子 

４組 
上尾 千穂 

長岡 京子 

 

高 

３ 

１組 
三浦 源太 

宮﨑 美喜 

２組 
岡村 純子 

末松 雪絵 

３組  
奥  欣也 

野中 恵子  

足立 竜二 

 
４組 
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学園だより学園だより  

ご挨拶 保護者会会長 羽生正宗（はにゅう まさむね） 

皆様、こんにちは。 

この度副会長を務めさせていただく事にな

りました、佐藤真千子です。  

課せられた使命の重さを改めて感じ、身の

引き締まる思いでございます。  

我が家は、主人と大学生の長女、25回生の

長男、28回生の次男、大型犬１匹、猫３匹

の大（？）家族です。仕事（自営業）との

両立で多忙ではありますが、家庭でも「自

主自立」をモットーにしてきました。 

子どもたちがこれからの社会に出ていくに

あたって必要なことは、「たくましさ・自

主性と行動力・自ら考える力」だと思うの

です。 人を思いやったり、悔しい思いを

したり、感動する経験は、親が全てを与え

ることは出来ませんし、代わってやること

もできません。子どもたちが自ら求め、考

え、行動しなければなりません。岩田には

自然や今のグローバル社会に対する必要な

ツールや情報が有ります。心豊かな子ども

たちを、先生方や保護者の皆様の御協力の

中で見守って行きたいものです。そして真

の「学力」を手にして欲しいです。  

及ばずながら私なりに頑張って行きたいと

思いますので、どうぞ宜しくお願い申し上

げます。 

ご挨拶 保護者会副会長 佐藤真千子（さとう まちこ） 

保護者会会長 羽生正宗 

 このたび、平成23年度の定期総会におき

まして、会長の任を仰せ付かりました。 

 岩田学園は、学力だけでなく、「公正や

正義」「人を思いやる心」を持ち、自主的

で行動力のある「社会に有為に人材の育

成」を基本方針として、「Festina lente 

－ゆっくり急げ－」をモットーに、あせら

ずに着実にものごとを行える人材を育成す

ることを掲げています。 

 こうした方針のもと保護者会は、保護者

が学園との連携を保ち、相互の理解を深

め、学生の教育支援及び学園の教育事業に

寄与し、併せて会員相互の親睦を図ること

を目的としています。 

 具体的には、総会の開催、懇談会の開

催、講演会の実施、機関誌の発行など、保

護者に向けての情報提供という活動があり

ます。 

特に懇談会では、学園の近況、進学状況、

キャンパスライフについてお伝えするもの

であり、教職員と保護者の直接交流ができ

るよい機会です。 

 この一年、保護者の皆様や学生たちが満

足できますよう取り組んでまいりたいと思

います。皆様方からの忌憚のないご意見・

ご提案をいただきながら、より充実した会

となりますよう努力してまいる所存でござ

います。ご理解とご支援を賜りますよう重

ねてお願い申し上げます。  

保護者会副会長 佐藤真千子 



平成２３年度 学年教科担当一覧 

役職 氏名 学年担当 
担当教科（クラス・コース） 

中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３ 

校長 成瀬輝一               

教頭 吉本久己生           地理(1～3組)   

教頭 柳井 修           理総(4組後期)   

寮監長 渡部 庸         APU(4組)     

校 

務 

分 

掌 

教務主任 橋本隆史     地理   地理(1～3組)   地理(1～3組),地理(私文) 

生徒指導主任 楠田克彦       生物(前期)   生物(1～2組) 生物(文系) 

特活主任 野村哲也   体育(男子)   体育(男子) 選体 選体 選体 

図書主任 後藤博敏   国Ｂ 国Ｂ       中国(4組TT) 

進路指導主任 三浦準一     歴史   日史(4組) 日史(1～3組)   

総務主任 成松 茂         世史(1～3組) 世史(4組) 世史(私文) 

中 

学 

１ 

年 

学年主任 野田大樹 1-1担任 歴史         現社(1～3組) 

  坂井学人 1-1副担 英Ｂ,総合Ａ           

  戸畑秀隆 1-2担任 代数     数Ｘ(4組)     

  藤村英子 1-2副担 家庭 家庭(後期) 家庭(前期) 家庭基礎     

  伏見聡一郎 1-3担任 理Ａ 理Ｂ     物理(1～3組)   

  赤木栄造 1-3副担 国Ａ     国総(4組)     

中 

学 

２ 

年 

学年主任 篠原洋祐 2-1担任   国Ａ       国語(私文) 

  八木真也 2-1副担 技術  技術(前期) 技術(後期) 情報(4組) 情報    

  山月秀夫 2-2担任   英Ｂ,総合Ａ         

  川野洋子 2—2副担   代数 幾何       

  阿部順三 2-3担任   体育(男子) 剣道 剣道   選体 

  池邊和則 2-3副担   理Ａ   理総(1～3組),理基(4組)     

中 

学 

３ 

年 

学年主任 上杉和生 3-1担任     代数   数Ｙ(2組) 数Ｚ(私理) 

  坂本文郎 3-1副担 音楽 音楽 音楽 芸術,APU(4組)     

  中川真司 3-2担任     理Ａ     化学(1～3組),理総(4組) 

  松永みなみ 3-2副担   英Ａ 英Ａ     Ｗ(4組) 

  河野智治 3-3担任     英Ｂ,総合Ａ       

  川元威彦 3-3副担 地理   社Ｂ     日史(1～3組),日史(私文) 

  後藤正行 3年所属 美術 美術 美術 芸術     

  甲斐清之 3年所属     国Ａ       

  阿南光彦 3年所属     国Ａ       

高 

校 

１ 

年 

学年主任 栗林宏文 4-1担任       数Ｘ(1～3組),数Ｙ(4組)     

  土居克己 4-2担任       現漢(1～3組) 古文(1～3組)   

  宮川修一 4-3担任 理Ｂ     生物(1～3組)   生物(理系) 

  梶原美沙世 4-4担任       英Ｂ･OC(4組)   英Ｃ(1～3組) 

  上久保晃 4-4副担     体育(女子) 選体,保健 選体,保健   

  安藤昌広 4年副担     社Ａ 日史(1～3組) 現社(1～3組)   

  岡邊峰代 4年副担       英Ｂ(1～3組) AP･OC(4組)   

  阿南誠治 4年所属     国Ｂ 古文(1～3組)     

  岩尾 司 4年所属       英Ｃ(1～3組),表(4組) 表(4組)   

高 

校 

２ 

年 

学年主任 立川英季 5-1担任         現漢(1～3組),現(4組)   

  小池良子 5-2担任         英Ｂ(1～3組) Ｒ(4組) 

  中村麻美 5-3担任     物理(後期)   化学(1～3組),理総(4組前期) 化学(私理) 

  沖 奈緒子 5-4担任 英Ａ       英Ｂ･OC(4組)   

  パーカー 5-4副担 総合Ａ 総合Ａ   OC(4組) OC(4組) Ｗ(1組) 

  姫野眞次 5年副担       世史(4組) 世史(1～3組) 世史(1～3組) 

  荒金正治 5年副担         数Ｘ(1～3組) 数Ｘ(4組) 

  吉賀源文 5年所属         英Ｃ(1～3組) 英語(私文) 

高 

校 

３ 

年 

  後藤慎太郎 6-1担任           数Ｘ(1～3組) 

  宗 浩史 6-2担任 体育(女子) 体育(女子)   選体 選体 選体 

学年主任  児玉洋司 6-3担任       物理(1～3組)   物理(1,3組) 

  坂上敦志 6-4担任           現漢(1～3組),現文(4組) 

  ベルフラー 6-4副担     総合Ａ 表(4組) OC･表(4組) Ｗ(4組) 

  畑島 耕 6年副担           英Ｂ(1～3組),Ｗ (1組) 

  山下光信 6年副担         数Ｙ(2組) 数Ｙ(1～3組) 

  後藤孝之 6年副担         古典(4組) 古文(1～3組) 

養護教諭 野村めぐみ               

常勤講師 小野秀憲   幾何       数Ｙ(1,3組),数Ｘ(4組)   

常勤講師 矢野浩章     幾何   数Ｙ(1～3組)     

非常勤講師 鳥越謙造           現社(4組) 政経(4組) 

非常勤 田中千恵美   書写(１学期) 書写(２学期) 書写(３学期) 芸術     

スクールカウンセラー 江藤行大               

（育休）…西山倫子(中１)、早川陽子(中３)、矢野裕美子(高３)、堀寿瑞代(高３) 



平成２３年度 部活動年間活動計画  

部 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

サッカー 
【顧問】野村哲 

    沖 

    野村め 

     

30 大分市春季リーグ 

 （ｴﾑｽﾎﾟｰﾂ杯） ○中  

6 地区大会 ○中  

14･15 県体予選 ○高  
8～10 市総体 ○中  9･10 Ｕ－16大会 ○高  

25･26 私学大会○高  

夏季強化練習 ○中○高  
  

12

15

選

Ｕ-15 ＯＦＡリーグ〔前期〕 Ｕ-15 ＯＦＡリ

県フットサルリ

Ｕ-18 ＯＦＡリーグ〔前期〕○高   

バスケットボール 
【顧問】野田・伏見 

    宮川 

4南九州4県対抗戦○高  

6 地区大会○中  

4･5 県春季大会○中  

29 高校県体○高  

8～10 市総体○中   24･25 私学大会○高   15

バレーボール 
【顧問】中川・岡邉 

中村・坂上 

17 九州大会予選○高 
29～31 高校県体○高 

 6 地区大会 ○中 
  24･25 私学大会○高  

○

○

ソフトテニス 
【顧問】松永・後藤博 

○春期近郊錬成○中 

○ｼ ｬ゙ﾊ ﾝ゚ｶｯﾌﾟ予選○高 
 6 地区大会○中  6～10 市総体○中 

U-14STEP1 

大分北部大会○中 

○外川杯○高 

24･25 私学大会○高 
 

○

○

硬式テニス 
【顧問】川元・坂井 

    梶原 

○支部予選○高 
○県体予選○高 

○高校県体○高 
  

○小手川杯 

○夏季合宿○高 

24･25 私学大会○高 

○秋季シングルス 

選手権大会○高(本戦) 
○

ラグビー 
【顧問】立川 

    姫野 

 14～29 高校県体○高    ○私学大会○高 ○秋季大会○高 

軟式野球 
【顧問】池邊 

    宗 

  戸畑・篠原・上杉 

○県選手権予選○中 
16 地区大会○中 

5～7 県大会○高 
 8～10 市総体○中 18～20 全国予選○高 

7/31,8/1 北部九州○高 

○夏季合宿○中○高 
 

6

8

卓 球 
【顧問】後藤正・荒金 

    山月・後藤慎 

○大分市卓球選手権○中 

16 地区大会○中 

○支部予選○高 

29～31 高校県体○高 

 8～10 市総体○中  
24･25 私学大会○高 

○Ａ/Ｂ/Ｃ級大会○中 
 ○

剣 道 
【顧問】阿部・土居 

    矢野浩・小池 

○春季中学剣道大会○中 
 7 地区大会○中 

29～31 高校県体○高 
 8～10 市総体○中 ○玉竜旗大会○高 

24･25 私学大会○高 

○昇段審査会○中○高 
 

○

○

陸 上 
【顧問】上久保 

    山下・八木 

23 長距離･フィールド 

   記録会○高 

9･10 春季陸上○高 

4/30･5/1 県選手権○高 

 6 地区大会○中 

21 県体予選○高 

 4～6 高校県体○高 

 4～10 市総体○中 

 2･ 3 中学通信○中 

 9･10 国体最終選考○高 

27･28 中学県体○中 

 6･7 私学大会○高 

19～21 全日本中学陸上 

○九州選手権○高 

27 ジュニア陸上○中 

18･19 県新人戦○高 

10 秋季陸上○中○高 

 

1

5

8

ギター 
【顧問】坂本・八木 

梶原 

○スプリングコンサート   
○全国ギターマンドリ   

 ンフェスティバル 
 ○学園祭発表 

報 道 
【顧問】篠原・安藤 

  
 入学記念号発行     

ＥＳＳ 
【顧問】小池 

    ベルフラー 

    パーカー 

新入生自己紹介 暗唱大会 文化祭準備  （配役と練習） ○学園祭発表 
ハ

囲碁･将棋 
【顧問】山月 

矢野浩 

 
○県囲碁選手権○高 

○県将棋選手権○高 
   ○県秋季囲碁大会○高 ○

歴史研究 
【顧問】三浦・姫野 

    
○高文連社会部 

○夏季研修 
 ○

書 道 
【顧問】田中 

    沖 

  

 ○高野山競書大会 
○サンデー毎日 

学生書道コンクール 

○高文連席上揮毫 

○県市書き方展 
○竹田展 

○学園祭発表 

○国際高校生選抜書展 
○

家 庭 
【顧問】藤村・中村 

新入部員歓迎会 

クッキー焼き 

菜園の手入れ 

12 ちらし寿司作り 
サツマイモ植え付け 

梅ジュース･ジャム作り 

菜園手入れ 

（水やり･草取り） 
学園祭出店準備 

学園祭出店準備 

（クッキー･ケーキセッ

ト･ぜんざい） 

サ

美 術 
【顧問】渡部 

個人制



○中…中学生のみ参加、○高…高校生のみ参加、○女…女子のみ参加 

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 部員内訳4/27現在) 
2･13 市新人戦○中  

5･16 県新人戦○中 

選手権予選○高  

    
21･22 県新人戦○高  

14･15 県選手権○中  
  

男 中学30 高校22 

女 中学 2 高校 6 

【休】(高校)…月 

   (中学)…金 

      (女子)…金 

ーグ〔中期〕 Ｕ-15 ＯＦＡリーグ〔後期〕 

リーグ ○女 

Ｕ-18 ＯＦＡリーグ〔後期〕○中○高 ※後期より中３参加 

5･16 県新人戦○中  
26･27 

  地区別対抗大会○中  

17･18春季九州予選○高  

○１年生大会 ○中  
   

男 中学23 高校 8 

女 中学12 高校13 

【休】…月 

○市新人戦○中 

○県新人戦○中 
○春高予選○高  

○地区交流大会○中 

○県新人戦○高 
  

男 中学 0 高校 0 

女 中学 4 高校12 

【休】…月 

○市新人戦○中 

○県新人戦○高 

○県新人戦○高 

○県新人錬成○高 
  ○中１大会○中 ○大友杯○中 

男 中学10 高校 0 

女 中学 2 高校 7 

○県新人戦○高  ○冬季選手権予選○高 冬季本選  
○ジュニア年齢別 

 選手権大会 

男 中学11 高校15 

女 中学 9 高校10 

【休】…月 

  ○ 県新人戦○高  ○10人制九州大会○高 

男 中学 0 高校22 

女 中学 0 高校 1 

【休】…土 

6～8 市新人戦○中 

8～8 九州大会予○高 ○１年生大会○中    
○九州大会予選○高 

○大分市近郊大会○中 

男 中学12 高校13 

【休】…火 

○市新人戦○中 
○県新人戦○高 

○Ａ/Ｂ/Ｃ級大会○中 
  

○校区地区対抗 

 卓球大会○中 
○Ａ/Ｂ/Ｃ級大会○中 

男 中学13 高校 4 

女 中学 4 高校 0 

【休】…水･土 

○市新人戦○中 

○市錬成大会○中 

○県新人戦○高 

○市選手権○中○高 
○将龍杯争奪○高 ○全国選抜県予選大会   

男 中学 8 高校10 

女 中学 3 高校 4 

【休】…第1･3土･日 

1 県レディース 

5 市新人戦○中 

8 県新人戦○中 

26 県長距離記録会○高     

男 中学 3 高校 8 

女 中学16 高校 4 

【休】…土 

○高文連音楽祭 

○定期演奏会 

（12月～1月の中でホー

ル確保できた日） 

○中文連音楽祭 未定   

男 中学 1 高校 6 

女 中学19 高校 9 

【休】…土･日 

学園祭特別号発行   卒業記念号発行  

男 中学 2 高校 5 

女 中学 0 高校 7 

【活動日】…不定期 

ハロウィンパーティ 

準備 
会話 

クリスマスパーティ 

準備 

会話 

 

ディベート大会 

バレンタイン準備 

 

 

 

男 中学 0 高校 0 

女 中学 9 高校13 

【活動日】…火･木 

○県将棋新人大会○高 ○高文連総合文化祭○高     

男 中学 1 高校10 

女 中学 0 高校 0 

【活動日】…水。 

○高文連研究発表     ○春季研修 

男 中学 0 高校 2 

女 中学 0 高校 3 

【活動日】…月曜日 

○毎日新聞競書展 ○県高校競書展 ○高文連中央展 ○県市書き方展   

男 中学 2 高校 2 

女 中学 5 高校 5 

【活動日】…水･木・土 

サツマイモ収穫収穫祭 春種蒔き 
クリスマス会 

(保護者招待) 

新年会 

鏡開き 

コサージュ作り 

ジャガイモ植え付け 

バレンタイン 

コサージュ作り 

野菜の種蒔き 

男 中学 0 高校 0 

女 中学14 高校11 

【活動日】…水･木･土 

制作 

男 中学 0 高校 0 

女 中学 2 高校 4 

【活動日】…不定期 

【休】…月・木・土 



◆高校バスケットボール部 
南九州4県対抗バスケットボール選手権大分県予選 

〔男子 1回戦〕岩田 ５９－１０３ 津久見  

〔女子 1回戦〕岩田 ４０－４４   別府鶴見丘  

男子はメンバー６名。怪我人を抱える中

で，最後まで諦めずにひたむきにプレー

しました。 女子は，残り０.１秒２点差で

負けている中で，フリースローで追いつ

くものの，延長で力尽きました。新高３

の６名は引退となります。バスケットで

培った精神力で，受験に向けてもひたむ

きに努力できると思います。応援に来て

下さった保護者の皆様，２４回生，ＯＢ，中

学生に感謝です。（顧問：野田） 

 

◆高校陸上部 

2011春季陸上競技大会 
【高校・一般男子三段跳】 

５の１姫野衛１２Ｍ３１〔５位〕  

【高校・一般男子１００ＭM】 

４の２佐藤雅１１秒５９〔１０位〕  

【高校・一般男子２００Ｍ】 

４の２佐藤雅２２秒７２〔５位〕  

【高校・一般男子２００Ｍ】 

５の１姫野衛２３秒３５〔１２位〕  

高校の上級生・大学生・一般を相手に大

健闘してくれました。特に200Mは両名共

に自己ベストの記録で冬場の練習の成果

を確認できたと思います。これから陸上

競技のシーズンが始まりますが、ケガな

どに気を付け謙虚に前向きにチャレンジ

してくれればと願っています。 

（顧問：上久保） 

 

◆女子サッカー部 

大分県女子フットサルリーグ  
１試合目：岩田 ４－４ amor  

２試合目：岩田 ９－０ エルズレディー

ススクール  得失点差により岩田学園が

優勝。３チームという少ない参加ではあ

りましたが、高校３年生３名にとっては

引退試合となったこの大会で優勝できた

ことはとても嬉しく思います。特に初戦

のamor戦は相手にトリニータレディース

に所属する巧い選手がいる中、必死で点

を取り必死で守る姿が印象的でした。暑

い日も寒い日も毎日数少ない部員たちが

お互い励まし合って地道に練習を積んだ

結果だったと思います。高校３年生は

サッカー部で培った体力・忍耐力を大い

に生かして受験勉強に臨んで欲しいと思

います。（顧問：野村め） 

 

◆ソフトテニス部 
ハイスクールジャパンカップ ソフトテニス大分県予選  

岩田 １－４ 日田高校 

     （佐藤・田吹）  

初めて高校生との試合を経験しました。

中学とのレベルの差に驚きを感じつつ

も、一生懸命自分たちのプレーをしよう

としていました。これから練習をして、

高校の試合形式に慣れていきたいと思い

ます。 

大分市近郊春季中学校錬成ソフトテニス大会  

岩田 ０－３ 彦陽  

ラリーが続くものの、こちらが先にミス

をしてしまい点を取られたケースが多

かったです。もう一度初心にかえって基

礎から徹底していきたいと思います。 

（顧問：松永） 

 

◆中学剣道部 

県春季中学校剣道大会  
１回戦 岩田 ２－１ 竹田 

２回戦 岩田 ０－４ 杵築  

上位校との力の差を感じますが「技より

闘志」剣を交えて多くを吸収し、繋げて

もらいたいです。 （顧問：阿部） 

 

◆高校卓球部 
大分支部春季大会（県体支部予選会） 

【男子個人戦】 

麻生，時枝，三股 １回戦敗退  

技術面を向上させて私学大会では初戦を

勝てるように指導したいと思います。     

（顧問：荒金） 

 

◆高校陸上部 
第６５回大分県陸上競技選手権大会  

【共通男子２００Ｍ】 

４の２佐藤雅〔第４位〕  

【共通男子三段跳】 

５の１姫野衛〔第７位〕  

佐藤選手は４位に入賞し８月の九州選手

権〔宮崎〕の出場権＜６位までに出場権

＞を獲得しました。姫野選手も自己ベス

トを跳びましたが６位入賞には一歩届き

ませんでした。一般・大学生など格上の

選手相手に大変良くチャレンジしたと思

います。今回の貴重な経験を次回の高校

県体に活かしてくれればと願っていま

す。（顧問 上久保） 

 

◆中学バスケ部 
中学生春季バスケットボール大会  

 女子1回戦 岩田 １２－６５ 臼杵東  

 男子1回戦 岩田 ４４－９３ 中津  

 

◆フェンシング（個人参加） 

皇甫蘭 

国体二次予選が５月１４日に情報科学高校で

行われました。今回も全試合で勝利し，

１位通過でした。６月１８日に第三次予選が

行われます。 

 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 
 

中体連地区大会 

◆野球部 
岩田 ６－ ０ 南大分 

岩田 ０－２１ 原川 

４チームが１勝１敗で並び同率1位  

一年生投手の原口、二年生の清田の好投

で完封勝利。１１名の選手が一丸となり頑

張りました。（顧問：池辺）  

 

◆女子バレー部 
予選リーグ  岩田 ０－２ 大分西 

       岩田 ０－２ 附属  

     （０勝２敗 予選敗退）  

技術面・精神面ともに課題が多く見つか

りました。市総体に向けてがんばりま

す。（顧問：中川） 

 

◆ソフトテニス部 
【男子団体戦】 岩田 ０-３ 大分西 

              (１回戦敗退)  

【男子個人戦】４ペア出場 １回戦敗退  

【女子個人戦】山口・生田 ０-３ 碩田中  

精神面で弱気な面がプレーに現れていま

した。市総体に向けて、気持ちで負けな

いことを基本線において技術面も指導し

ていきたいと思います。（顧問：松永） 

 

◆陸上部 
【共通男子２００Ｍ】 

３の１小代裕也［５位］  

小代選手は自己ベストの記録で５位に入

賞し、その他３の１伊飼浩規選手・３の

３松井尚大選手が２００ｍに、３の１藤垣栞

奈選手・３の２得丸奈央選手が走幅跳に

出場しましたが惜しくも入賞はなりませ

んでした。次回の中体連市総体・県体を

目指して練習に取り組んでもらいたいと

思います。〔顧問 上久保〕  

 

◆サッカー部 
１回戦 岩田 １－１ 大東 

 （ＰＫ戦の末、４－３で岩田の勝ち）  

２回戦 岩田 １－２ 戸次 

 （最後同点のチャンスもありましたが守

りきられてしまいました。）  

球際の弱さが出てしまい、常に後手後手

の展開でした。市総体ではもっと必死に

当たってくるであろう相手に、精神面で

どこまで張り合えるかが課題です。 

（顧問：赤木）  

 

◆バスケ部 
【男子】 岩田 ２６－５５ 明野 

      岩田 ２９－６６ 鶴崎  

負けはしましたが、コートに出ている者

もベンチもチーム一丸となって声を出

し、集中を切らすことなく気持ちの入っ

たプレーをすることができました。これ

をバネにして練習を充実させることで更

なる成長が期待できそうです。 

（顧問：伏見） 

【女子】 岩田 ２４－２６ 野津原 

     岩田 １８－８６ 大分西  

中学２年生６人だけのチームで，なかな

か厳しい面がありますが，随所に好プ

レーがみられ，成長を感じました。真面

目に取り組んでいる選手達なので，これ

４、5月の部活動の結果報告    特活主任 野村哲也 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GW明けより保健室利用者がとても多く

なりました。 

同級生とのトラブルや勉強面で思ったよ

うに結果がでないなど様々なことが原因

で体調不良を訴えてくるお子様も多くみ

られます。 

 自分自身の心としっかり向き合い、自

分たちで問題を解決して欲しいという願

いを込めて、日々保健室に来室するお子

様たちと接しています。 

 

 

ＭＲ（麻しん・風しん）ワクチンについて 
～１年生・６年生の保護者の皆様へ～ 
ＭＲワクチン接種の日程が決まりまし

た。 

日時： 

５月２７日（金）１２：４０～  …６の２・６の３ 

５月２８日（土）１２：４０～  …６の１ 

５月３０日（月）１２：４０～  …６の４・１の１・ 

１の２男子 

５月３１日（火）１２：４０～  …１の２女子・ 

１の３ 

 ＊先着順に実施します。 

場所：保健室 

医療機関：福光医院 

持参物：●ＭＲワクチン予診票 

（各市町村からご自宅に届いて

いると思います。） 

        ●ＭＲワクチン説明書 

（各市町村からご自宅に届いて

いると思います。） 

        ●母子手帳 

注意事項： 

＊ワクチン接種後の激しい運動はできま

せん。 

＊予診票を紛失・または自宅に届いてい

ないご家庭の方は保健室までご連絡く

ださい。 

養護教諭 野村めぐみ 

６月の健康診断 
  6/2(木) 聴力検査（３年） 

 6/16(木) 歯科検診（全学年） 

 6/23(木) 心臓検診（１年） 

からの更なる成長がとても楽しみです。 

（顧問：野田） 

 

◆卓球部 
【団体戦】 岩田 ０－３ 城東 

            岩田 ０－３ 王子  

【個人戦】 １回戦敗退  

今回の地区大会は、中３中心のチームで

す。最後まで諦めず粘り強く戦ってくれま

した。この頑張りを次の大会につなげてほ

しいと思います。（顧問：後藤正） 

 

◆剣道部 
【男子団体戦】 岩田 ０－４ 王子 

              岩田 １－４ 稙田南  

市総体に向けて稽古していきます。 

（顧問：阿部） 

 

◆バドミントン（個人参加） 

３の２長瀬慶也 １回戦２１－１(勝利)             

        ２回戦２１－１５(勝利) 

        準々決勝１７－２１(勝利) 

［ベスト８］ 

 

◆柔道（個人参加） 

男子５０ｋｇ級 ２の２安東航星［第２位］ 

 

◆新体操（個人参加） 

１の３山下理紗子 リボン16,325 

         クラブ16,450 

         ［総合５位］  

◆陸上部 
【陸上勲功賞】  

陸上部４の２佐藤雅選手が、大分県陸上競

技選手権大会の中で表彰を受けました。 

 この賞は昨年、佐藤選手が大分県中学選

抜チームの一員として

「４００ｍリレー」で大分

県中学新記録を樹立し

たことに対して贈られ

たものです。尚、大分

市営陸上競技場の入口

に有る「大分県最高記

録ボード」に佐藤選手

の名前が記載されてい

ます。〔顧問上久保〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

皇甫さんを激励に来校した県関係者 
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フェンシング高３皇甫さんに 

大分県より強化指定断の激励 
 

 5月11日(水)、昨年千葉国体で優

勝したフェンシングの高３皇甫蘭さ

んが大分県の強化指定になったこと

により、 大分県教育庁体育保健課

長 渚洋行氏、公益財団法人大分県

体育協会事業部長 長野雅俊氏、大

分県教育庁体育保健課競技力向上対

策班指導主事 上田俊彦氏の３氏が

激励に訪問されました。 

 激励訪問では渚洋行氏が「昨年の

千葉国体ではみごと団体戦優勝とた

いへん立派な成績でありました。ぜ

ひ今年の山口国体でも活躍し、大分

県が目標とする３年連続総合成績１

０位台に貢献していただきたい。」

と挨拶されました。 

 これに対して皇甫蘭さんは「今年

は新しいチームとなりますが、昨年

の実績に恥じないようがんばりたい

と思います。」と力強く応えまし

た。大分県は昨年天皇杯(男女総合)

で18位と健闘を見せました。今年も

皇甫さんの大活躍に期待しましょ

う。 
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 まず、この場をおかりし、今回のご報告

の時期が下がりましたこと、そしてそのこ

とで皆さまへご心配おかけしたことへのお

詫びを申し上げます。 

 今年の３月１１日、東日本大震災が発生

し、多くの方々が犠牲になりました。今

もってその傷跡は生々しく残り、被害地で

は苦しい生活が強いられています。犠牲に

なられた方のご冥福を祈り，被災された方

へお見舞い申し上げます。 

 日本全国で「ひとつになろう」，「出来

る限りの支援をしよう」という運動が広

がっています。本校の生徒も、震災による

甚大な被害に大きなショックを受けました

が、「被害にあった地域や人々の少しでも

力になりたい」と募金活動を行いました。

３月１６日・１８日・２２日の３日間、生徒会を

中心とする高校２年生が校内で募金活動に

立ちました。生徒の「募金活動だけが自分

たちにできる支援だとは思わないから、強

制はしたくない」という思いから、呼びか

け運動はありませんでした。しかし、全校

の大変多くの生徒，職員が募金に協力をし

てくれ、その一人ひとりに心をこめて感謝

の気持ちを伝えていました。 

 今回の募金額は、２２６,３３４円（高３保護

者会13,332円含む）となりました。寄付金

は５月１２日に、本校の代表として生徒会執

行部から赤十字社大分県支部へ贈られまし

た。当事務局長の安東様がお出迎え下さ

り、寄付金の受け渡しの際、「義援金は全

額、義援金配分委員会へ送金し、被災者の

方々へお届けします」と生徒へ伝えまし

た。また後日、赤十字社大分県支部の支部

局長である広瀬勝貞様から御礼状を戴きま

した。（御礼状は学校の各学級にて掲示

し、全校生徒へお知らせします） 

生徒会顧問 河野智治 

ＡＰＵ立命館コースにドイツから二人の留学生を迎える。 

東日本大震災における校内募金活動のご報告 

 ５月１６日(月)ＡＰＵ立命館コースにドイ

ツから２名の女子留学生を迎えました。留

学生はイザベル・ロジェ（Isabelle 

ROUGER １６歳）さん、クララ・マークワー

ド（Klara MARQUARDT １７歳）さんで、二

人ともミュンヘン出身です。 

  イザベルさんが７月末までの２ヶ月半

高１ＡＰＵ立命館コース、クララさんが来

年１月末までの９ヶ月間高２ＡＰＵ立命館

コースで本校女子寮で生活しながら、授業

を受けます。イザベルさんは２ヶ月半の限

られた留学期間で日本語の向上はもちろん

日本文化に対する理解を深め充実した学校

生活を送ることを大きな目標としていま

す。また、クララさんは幼い頃から憧れ

だった日本での生活を実現するため、これ

まで日本人講師のレッスンを受けコツコツ

と勉強を続けてきました。将来は日本に住

み、化学の研究者もしくは先生として働く

ことが夢です。 

 どうぞよろしくお願いします。 
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春のオープンスクールは、お陰様でたくさんの家族の参加

がありました。次回夏のオープンスクールにもお知り合い

の方がいましたら、ぜひお誘いください。 


