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第２７期生徒会が始動して一ヶ月が経

とうとしています。各委員会が連携を図

り、１つの活動を複数の委員会が協力しあ

い取り組みを充実させていこうとする姿

勢。そして高校２年生が全校を先導しなが

らも、下級生の専門委員を巻き込みながら

岩田生全員が主役になって様々な活動に取

り組んでもらおうとする姿勢など、役員の

志は高くやる気に燃えています。今回は新

生徒会の発足にあたって、生徒会の各代表

者に今後の意気込みや抱負を語ってもらい

ました。 
 

（生徒会長 中城毅彦） 

「どうすれば岩田をよりよくできるかと考

えたとき、目安箱を活用していこうと考え

ました。生徒の要望や提案を生徒会で出来

る限り解決していくつもりなので是非活用

して下さい。」 
 
（副会長 古手川愛実） 

「２６回生のみんなと協力して会長をサポー

トしていきます。また、支えてくれる方々

への感謝を忘れずに活動していきたいと思

います。一年間よろしくお願いします。」 
 
（庶務 神矢真由） 

「岩田生のみなさんがより過ごしやすく、

より楽しい学校生活を送れるように、自分

たちでできることを見つけて精一杯取り組

んでいきたいと思います。」 
 
（体育委員会 芝田一樹） 

「仲間と力を合わせて１つのことをやり遂

げることの大切さを感じてもらえるよう努

力します。そして、先輩達が築き上げて下

さった伝統を守りつつ新しいことにも挑戦

していきたいです。」 
 
（美化委員会 岡田剣士朗） 

「皆さんの多くはきれいな空間で学園生活

を過ごしたいのではないでしょうか。私た

ちはそれを目指すべく美化コンクールやゴ

ミの分別を頑張っていきます。」 
 
（広報委員会 清水成美） 

「目標は『全校の皆さんに旬の情報を発信

していく』ことです。先輩達が作り上げて

きたものを大切に、私達も試行錯誤を重ね

ながら頑張っていきます。」 
 
（図書委員会 望月雅基） 

「学校全体がもっと本を好きになって本を

読みにみんなが図書館に来てくれるように

一所懸命頑張っていきます。」 
 
（文化委員会 角田賢太朗） 

「『岩田生を文化人に！』という総目標の

もと、心の豊かさや文化的な教養を身につ

けるきっかけを作れればと思います。これ

から一年間、人との交わりを大切にして頑

張ります。」 
 
（空き缶回収委員会 佐藤愛理） 

「先輩方の活動を引き継ぎ今年も空き缶の

リサイクルを徹底していきます。 また、

今年は新たにベルマーク運動を行い、学校

の備品の充実や東日本大震災への募金など

に役立てたいと思っているのでご協力お願

いします。」 

学園だより学園だより  

第２回強歩大会～男子スタート前の様子 2012.2.9.Thu. 



２０１２年度合格速報２０１２年度合格速報  ～２月２１日現在～～２月２１日現在～        ２４回生１０９名２４回生１０９名  

【国公立大学】 

九州大       （教育） 

大分大学     （医 医） 

大分大学     （医 医） 

大分大学     （医 医） 

大分大学     （医 医） 

 

 

【私立大学】 

酪農学園大  （獣医 獣医） 

酪農学園大  （獣医 獣医） 

青山学院大  （理工 経営） 

青山学院大  （理工 経営） 

青山学院大  （理工 化学） 

桜美林大    （リベラル） 

国際基督大（教養 アーツサ） 

北里大    （獣医 獣医） 

北里大    （獣医 獣医） 

北里大    （獣医 獣医） 

北里大    （獣医 獣医） 

芝浦工業大  （工 電気工） 

芝浦工業大  （デザ プロ） 

芝浦工業大  （デザ プロ） 

芝浦工業大 （土木工 社会） 

上智大  （総合人間 心理） 

上智大  （理工 情報理工） 

上智大  （理工 情報理工） 

玉川大   （農 生物資源） 

中央大  （経済 国際経済） 

中央大      （法 法） 

中央大      （商 商） 

中央大  （理工 精密機械） 

中央大  （文学 人文社会） 

津田塾大   （学芸 英文） 

帝京大  （外国語 外国語） 

帝京大      （医 医） 

東海大   （農 応用植物） 

東海大     （農 応用） 

東海大    （情報 通信） 

東京歯科大学     （歯） 

東京薬科大    （薬 薬） 

東京薬科大    （薬 薬） 

東京薬科大 （薬－女子 薬） 

東京薬科大 （薬－男子 薬） 

東京理科大   （理 物理） 

東京理科大 （理工 機械工） 

日本大        （薬） 

日本歯科大    （生命歯） 

日本獣医生命科学大（獣 獣） 

日本獣医生命科学大（獣 獣） 

星薬科大     （薬 薬） 

明治大        （文） 

明治大        （文） 

明治大    （文 日本文） 

明治大    （文 日本文） 

明治大   （文 心理社会） 

明治大   （農 食物環境） 

明治大    （経営 経営） 

明治大  （理工 電気電子） 

早稲田大       （文） 

早稲田大       （商） 

早稲田大    （基幹理工） 

早稲田大       （法） 

早稲田大       （法） 

中京大    （経営 経営） 

京都外国語大 （外 英米語） 

京都女子大   （文 英文） 

京都薬科大    （薬 薬） 

京都薬科大    （薬 薬） 

京都薬科大    （薬 薬） 

京都薬大     （薬 薬） 

同志社大  （生命 医生命） 

同志社大   （心理 心理） 

立命館大（生命科学 生命医） 

立命館大（生命科学 生命医） 

立命館大   （経営 経営） 

立命館大   （経済 経済） 

立命館大     （法 法） 

立命館大  （産業社会 現社） 

立命館大（産業社会 子ども） 

立命館大  （政策科 政策科） 

立命館大  （国際関係 国際） 

立命館大     （文 人文） 

立命館大     （薬 薬） 

立命館大     （薬 薬） 

立命館大     （薬 薬） 

立命館大     （薬 薬） 

立命館大     （薬 薬） 

立命館大  （理工 機械工） 

立命館大 （理工 数理シス） 

大阪歯科大    （歯 歯） 

関西大        （文） 

関西大      （法 法） 

関西外国語大 （国際 国際） 

近畿大   （産業理工 電気） 

近畿大   （農 農業生産） 

近畿大      （医 医） 

近畿大      （医 医） 

関西学院大（人間福祉 人間） 

関西学院大（理工 生命医化） 

関西学院大      （商） 

神戸学院大    （薬 薬） 

神戸学院大    （薬 薬） 

神戸学院大    （薬 薬） 

神戸学院大    （薬 薬） 

神戸学院大    （薬 薬） 

神戸学院大    （薬 薬） 

神戸薬科大    （薬 薬） 

安田女子大    （薬 薬） 

安田女子大    （薬 薬） 

久留米大     （医 医） 

久留米大     （医 医） 

久留米大    （文 心理） 

第一薬科大    （薬 薬） 

第一薬科大    （薬 薬） 

福岡女学院大 （人間 心理） 

長崎国際大    （薬 薬） 

長崎国際大    （薬 薬） 

長崎純心大  （人文 児童） 

崇城大      （薬 薬） 

崇城大 （生物生命 応用微） 

ＡＰＵ   （アジア太平洋） 

ＡＰＵ   （アジア太平洋） 

ＡＰＵ   （アジア太平洋） 

ＡＰＵ   （アジア太平洋） 

ＡＰＵ     （国際経営） 

ＡＰＵ     （国際経営） 

ＡＰＵ     （国際経営） 

ＡＰＵ   （アジア太平洋） 

九州保健福祉大  （薬 薬） 

九州保健福祉大  （薬 薬） 

 

       

【文部科学省管轄外の大学】 

延世大  （教育 体育教育） 

気象大            

防衛大       （理工） 

防衛大       （理工） 

防衛大       （理工） 

防衛大       （理工） 

防衛大       （理工） 

防衛大       （理工） 

防衛大       （理工） 

防衛大       （理工） 

防衛大       （理工） 
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大学出願の全国的傾向について大学出願の全国的傾向について    進路指導主任 三浦準一 

【国公立大学】 

２月１日に大学入試センターから公

表されたデータによると、昨年の同時期

と比べ、志願者数は１万９９７６人(４．６％)

上回り、志願者倍率も０．２ポイントアッ

プした。今年はセンター試験で主要科目

の平均点がアップしたことで国公立大

人気がより高まっているようだ。内訳を

見ると、国公立大が４．９％増で、公立大

は３．７％増となっている。平均点アップ

により受験生は公立大より難しい国立

大に、強気の出願をしていると見られ

る。 

 難関大学を見ると、東京大が８．５％

アップ。中でも理科Ⅱ類が１７．４％増、理

科Ⅰ類が９．８％増、文科Ⅰ類が９．１％増と

大きく高まっている。理科類の伸びが顕

著なのは、センター試験で理系受験生の

平均点が大きく上がった影響と見られ

る。最終難関の理科Ⅲ類は０．４％減でほ

ぼ横ばいとなっている。 

 一方で京都大は０．５％減と昨年並み

になりそうだ。理が１３．７％増、教育が

８．１％増と人気になったものの、それ

以外の学部は苦戦している。 

 その他の難関大では北海道大が５．８％

増、九州大が９．６％増となった。東京工

業大は２～６類の後期を廃止したため

大学全体の志願者は２２．５％減だが、前期

の比較では１１．３％増えている。一方、東

北大、一橋大、名古屋大、大阪大は軒並

み志願者が減っている。 

 代わって人気になっているのが、地方

の国立大だ。宮崎大の５６．６％増をはじ

め、筑波大、埼玉大、富山大、岡山大、

長崎大などが大きく志願者を増やして

いる。 

 また、震災や放射能汚染の影響が懸念

された東北地方では、岩手大が１２．５％

増、秋田大が４１．１％増、福島大が２１．０％

増となった。地元の受験生を中心に志願

者が集まっているようだ。対照的に全国

型の東北大は、３．２％減とまだ昨年の志

願者数に届いていない。 

 国公立大の人気は高いものの、不況に

よる地元志向や安全志向から、難関大よ

りも地元国公立大を目指す受験生が増

えていると言えよう。 

 

 （『大学通信』２月１日号より） 

 

 

【私立大学】 

注目される志願者数日本一だが、明治

大が３年連続トップをほぼ確定した。早

稲田大の志願者数は昨年比４．５％減の１

０万８５２７人にとどまった。一方、明治大

はセンター後期がまだ残っているが、２

月８日時点で１１万２３４０人で、早稲田大

を上回っている。 

 早稲田大は、今年のセンター試験での

主要科目の平均点アップや、ここ数年の

志願者減の反動で志願者数アップが予

想されていた。しかし、受験生の安全志

向は根強く、５年連続のダウンとなっ

た。この他、トップの早慶上理(早稲田

大、慶應義塾大、上智大、東京理科大)で

見ると、慶應義塾大も志願者数が確定し

たが、今年からセンター利用入試を廃止

したこともあって７．３％減。こちらは４

年連続の志願者減だ。東京理科大は確定

分では１．０％減となっている。 

 一方で、上智大は１１．５％の志願者増と

なった。募集人員が２５％近く増えたこと

もあり人気になった。特に総合人間学科

は志願者が昨年のおよそ１．５倍に増え

た。 ＭＡＲＣＨ(明治大、青山学院大、

立教大、中央大、法政大)では、確定分で

見ると明治大が０．２％増、青山学院大が

１．９％増、立教大が２．４％増、中央大は１．

７％減で、明暗が分かれた。 

 ただ、今年の特徴として上智大、青山

学院大、立教大と、首都圏のミッション

系大学が好調だ。この他のミッション系

でも東京女子大が１．８％増、明治学院大

が７．７％増など、志願者数がアップして

いる。首都圏のミッション系大学は、昨

年に軒並み志願者が減少した反動と見

られる。 

 関西圏では、難関私大の関関同立(関

西大、関西学院大、同志社大、立命館大)

のうち、確定分では関西大が８．４％減、

関西学院大が４．０％減、同志社大が５．４％

増、立命館大が１３．２％増と、こちらも大

学によって差が出た。 

 結果的に難関大でも意外なねらい目

が生まれており、これを受けての後期試

験の志願動向に今後も注目が集まると

ころだ。 

                                         

（『大学通信』２月８日号より） 

２月 ８日（水）まで 

国公立大学２次試験スケジュール 

第１段階選抜(前期日程)と推

薦入学(大学入試センター試験

を課す場合)の結果発表 

第１段階選抜(公立大中期日

程)の結果発表(実施大学のみ) 

国公立大学の前期日程試験実施 

第１段階選抜(後期日程)の結

果発表(実施大学のみ) 

公立大学の中期日程試験実施 

公立大学の前期日程合格発表 

国立大学の前期日程合格発表 

国公立大学の後期日程試験実施 

国公立大学（前期）合格者の入学手続

公立大学の中期日程合格発表 

国公立大学の後期日程合格発表 

国公立大学（後期）、公立大

（中期）合格者の入学手続き 

追加合格の発表（必ず自宅で待機） 

出願期間 １月２３日（月）から 
２月 １日（水）まで 

２月２０日（月）まで 

２月２５日（土）から 

２月２８日（火）まで 

３月 ８日（木）以降 

３月 ６日（火）から
３月１０日（土）まで 

３月１２日（月）以降 

３月１５日（木）まで 

３月２０日（火）から
３月２３日（金）まで 

３月２０日（火）から
３月２４日（土）まで 

３月２７日（火）まで 

３月２８日（水）から 

３月 １日（木）から
３月１０日（土）まで 



第２回強歩大会を行う。～めざせ体力づくり～第２回強歩大会を行う。～めざせ体力づくり～       体育科主任 野村哲也 

昨年度より始まった３学期の一大イベン

ト。学期始めからの「強化月間」という

ことで、体育の授業で河原を走り、そし

て２月に行われた「強歩大会」では岩田

～明磧橋までの往復約２０kｍに挑みまし

た。この一連の活動、昨年度はよく分か

らないなかで何となく参加していた生徒

も多かったと思いますが、今年は中学２

年～高校２年の生徒は１度経験して全容

が分かっているだけに、常に限界にチャ

レンジしていた者や手の抜き所を覚えて

上手くやってのけた者など、その取り組

み方に大きな差が出てきたようです。強

歩大会での２０ｋｍのタイムを見ても、先頭

でゴールした者は男子で１時間１５分、女子

で１時間３６分というかなりの好タイムで

あったし、２時間以内でゴールした人数

も昨年の２倍近くに増えていました。し

かし、最後にゴールした生徒のタイムは４

時間５０分もかかってしまいました。来年

度からのこのイベントについては、この

取り組み方の個人差を少なくするように

事前指導に力を入れなければいけないと

感じました。「自分の体力と向き合いな

がら、２０ｋｍという距離に挑戦する。」と

いう目的をしっかりと理解して、「挑戦

する」ということを強調して取り組ませ

たいと思います。 

男子全学年ランキング 

１位 ２年３組 安藤 和雄 １時間１５分４５秒 

２位 ５年３組 園田 繁之 １時間１６分００秒 

３位 ５年２組 松崎 尚弥 １時間１９分５４秒 

４位 ５年１組 椎葉隼太朗 １時間２０分５６秒 

５位 ２年２組 渕 翔太郎 １時間２３分２０秒 

５位 ２年３組 門田 優太 １時間２３分２０秒 

７位 ５年２組 土居 孝成 １時間２４分１５秒 

８位 ５年１組 久保宏三郎 １時間２４分１６秒 

９位 ４年２組 福澤 佐倉 １時間２４分５２秒 

１０位 ５年１組 生野 達也 １時間２６分１６秒 

女子全学年ランキング 

１位 ５年３組 平尾 佳奈 １時間３６分００秒 

２位 ５年１組 森島恵理佳 １時間４５分３２秒 

３位 １年１組 野崎 海夢 １時間５２分１２秒 

４位 ４年３組 武石伊万里 １時間５２分３８秒 

５位 ４年３組 田吹 成美 １時間５７分０５秒 

６位 ４年１組 衛藤 美季 １時間５８分５５秒 

７位 ４年４組 利根比呂子 １時間５９分４１秒 

８位 １年３組 東山 美由 ２時間０２分５０秒 

９位 ５年２組 北崎美成子 ２時間０３分１５秒 

１０位 １年３組 山野 聡子 ２時間０４分０５秒 
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２月１７日(金)に予定されていた生徒総会で

すが、インフルエンザ流行のため２月２４日

（金）に延期されました。毎年本校の生徒総会

は仮卒で不在の高３をのぞく中１～高２の生徒

で行われます。１１月の会長選挙を経て新生徒

会が発足し、この総会で今後１年の活動につ

いて、各委員会からの議案が説明→審議→承

認されました。議案書の内容については以下

のとおりです。 

 

◇執行委員会 

【生徒会長】中城毅彦 

【副生徒会長】小手川太郎 古手川愛実 

【庶務】高田三四郎 神矢真由   
〈総目標〉笑顔あふれる岩田へ 

〈キャッチフレーズ〉 Step By Step 
〈活動内容〉①学園祭の運営・Ａ・Ｂ・Ｃパートに

分かれて運営する。計画的に準備し運

営する。／②ボランティア活動・あしな

が募金、書き損じはがき回収運動 他／

③アンケート・目安箱・3号館入口に設

置し、定期的に回収する。／④あいさ

つ運動・生徒会で週2日ほど行う。 

〈提案〉①保健委員を仮設置し、身体検査や生

徒の救護などの手伝いをする。／②セーター、

カーディガンの製作を企画する。／③月に１回

美化委員と校内清掃を行う。また協力してくれ

る生徒を募集する。／④ベルマークの収集を

呼びかけ、回収したベルマークを学校に役立

つものに使う。仕事の少ない低学年の委員会

活動を設け、仕事を分担する。 

 

◇体育委員会 

【委員長】芝田一樹 

【副委員長】牧野夏佳  
〈総目標〉みんなでスポーツの楽しさを知ろう！ 

〈キャッチフレーズ〉 えぶすぽ 

～Everybody Sports!!～ 
〈活動内容〉①クラスマッチの運営・企画／

②体育大会の運営・企画／③授業用の

ビブスの洗濯→夏１週間に１回、春秋２

週間に１回、冬３週間に1回／④体育倉

庫の掃除２週間に1回、ボールの空気

の点検なども行う。／⑤剣道の授業に

使う防具を干す。 

〈提案〉①クラスマッチの見直し・クラスマッチの

後にアンケートを実施し、今後の改善に

役立てる。・少人数クラスへの対策とし

て、参加方法はエントリー制にし、総合

順位の決定方法は、得点をクラスの人

数で割る“アベレージ制”を検討する。／

②道具の整備・２ヶ月に１回、足りない道

具の補充 

 

◇美化委員会 

【委員長】岡田剣士朗 

【副委員長】竹林穂香 

〈総目標〉 美化活動を通してエコを心がける 

〈キャッチフレーズ〉 ｅｃｏる 

〈活動内容〉①ごみの分別・処理・掃除時間に

ごみステーションに可燃とプラスチック

のごみ箱を設置し、ごみの分別の最終

チェックをする。／②校内や、学校周辺

で集めた落ち葉を肥料に変えるなどし

て有効活用する。／③美化コンクール

の実施・毎学期に1回ずつ通常のもの

と、１・２学期に抜き打ちのものを実

施。・上位クラスには賞状、基準点以下

のクラスにはペナルティーを設ける。／

④掃除道具の点検・毎学期に１回ずつ

各掃除場所の掃除道具の点検を行

い、不足分が出た際は補充を行う。／

⑤空き缶回収委員会と協力して缶のリ

サイクルを徹底する。／⑥学校行事前

日および月に1回、校内のゴミ拾いを実

施。 

〈提案〉①各手洗い場に固形石けんを設置す

る。／②各クラスに紙ゴミ用の箱を設置

する。／③ペットボトル用のごみ箱の前

にキャップを入れる箱を設置する。・ト

イレ、部屋、更衣室を清潔に使うことを

心がけてほしい。・ごみの分別を各クラ

スで心掛けてほしい。・掃除時間の早

い時間帯にごみを捨てに来てほし

い。・大分市で行っている緑化運動の

ために落ち葉を回収しているので、落

ち葉以外のゴミをゴミ袋に入れないで

ほしい。・ペットボトル、紙コップ、紙

パック、缶が空の状態でゴミ箱に入れ

てほしい。 

 

◇広報委員会 

【委員長】清水成美 

【副委員長】立川聡士 

〈総目標〉旬の岩田をお届け。 

〈キャッチフレーズ〉 今しかない岩田 
～もし岩田生皆がスポーツを大好きになったら～ 

〈活動内容〉①『Treasure』の発行（IWATAIMES 

改め）・１ヶ月１枚を基本に発行し、主に

生徒会や各委員会からのお知らせ学

校行事などを記事とする。／②各委員

会（文化委員会など）・報道部との協力

体制の確立（特に学園祭時にサポート） 

〈提案〉①アンケートの配布（ドリームボックス改

め）・広報委員への質問、その他の意

見・要望など。／②校内に音楽を提供・

校内で掃除時間などに流して欲しい曲

をアンケートで調査。／③ポスターの掲

示・校内配布とは別に「あしなが募金」

などの要項をまとめた教室掲示物の作

成。 

 

◇図書委員会 

【委員長】望月雅基 

【副委員長】口石恵 

〈総目標〉 もっと本を好きになってもらう！ 

〈キャッチフレーズ〉本と友達になろう 
〈活動内容〉①図書館の管理・運営／②古雑誌

の配布／③話題の本を取り入れる／④

考査前・考査中の自習室としての開館 

〈提案〉①利用者の意見を反映して新しい本を

取り入れる／②新購入図書を月ごとに

連絡（教室掲示「樟葉」のリニューア

ル）／③図書室の利用回数によって、

しおりをプレゼント・開館時間 昼休み 

12:25 ～13:00（月～金）放課後～18:00

（水・金）・貸し出し期間は２週間・

 マンガ・雑誌は貸し出ししていない・

入館した時は入り口の名簿に記入して

ください 

【 注意 】①本を２週間以上返却しない人につ

いて。後日、各クラスの担任に伝達しま

す。今学期中に返却してください。返却

しなかった場合は来学期からの本の貸

し出しを禁止します。／②本をなくした

人に関しては、新書で返却してもらいま

す。来年度５月のGW明けまでに図書

室に持ってきてください。これを過ぎた

場合は厳重に対応します。 

 

 ◇文化委員会 

【委員長】角田賢太朗 

【副委員長】楠元あい 

〈総目標〉 岩田生を文化人に！ 

〈キャッチフレーズ〉 Culture  Cross 
〈活動内容〉①映画鑑賞会（各学期１回をめど

に実施）／②各クラスの文化委員と校

内・校外ボランティア清掃 

〈提案〉①青少年赤十字ボランティア活動の参

加／②芸能祭の司会・進行／③「文化

部だより」の発行・各学期ごとに発行・文

化部の活動内容を掲載 

 

◇空き缶回収委員会 

【委員長】佐藤愛理 

【副委員長】佐藤祐輔 

〈総目標〉 ボランティアで笑顔を増やす 

〈キャッチフレーズ〉 

Everyday、ボランティア 
〈活動内容〉①美化委員と協力して空き缶のリ

サイクルを徹底。・アルミ缶は水洗いし、

ワークスペース樫の木に回収してもら

う。・スチール缶は水洗いして、集積場

へ。／②ワークスペース樫の木の紹

介／③執行部と協力し、ベルマークを

集める。 

〈提案〉①ポスターを作成し、ゴミ箱やゴミ箱付

近に貼る。／②三ヶ月に１回程度各クラ

スの空き缶回収委員会が 

各フロアと寮前のごみ箱を洗う。・アルミ缶はつ

ぶしてしまうとスチール缶扱いになって

回収できないので、つぶさないで下さ

い。・ゴミ箱が汚れないように飲み残した

ままの缶をゴミ箱に捨てないで下さい。 

 

新執行部による生徒総会議案書新執行部による生徒総会議案書  



    男子寮＆女子寮で充実した学校生活 

１～２月１～２月  部活動の報告～部活動の報告～     特活主任 野村哲也 

中学女子バレー部 

大分市中学校バレーボール 冬季大会  

５チーム総あたり戦 ０勝４敗 

（野津原、附属、南大分、戸次）   

勝利をおさめる事は出来ませんでしたが2
3得点したいい戦いもありました。多くの

課題が見えましたが4試合の間にぐんぐん

上達したのも又見て取れました。次回は多

くの応援下さる方々の声に応えられるよ

う一丸となって頑張りたいと思います。 

（顧問：岡邊） 

 

中学サッカー部 

大分県中学校サッカー選手権大会  

１回戦  岩田 ３－０ 別府北部 

２回戦  岩田 ０－５ 明野  

１回戦では終始ボールを相手サイドで展

開し落ち着いたゲーム内容でした。２回

戦では相手の早いプレスや攻撃に対応で

きず敗れましたが、１・２年生ともによ

く頑張りました。今後もボールをしっか

り止める、蹴る、パスをだすといった基

礎的な練習に励みます。（顧問：河野） 

 

高校サッカー部 

大分県高校サッカー新人戦  

２回戦 岩田 ０－１０ 日田  

強豪相手に自分たちのサッカーができず

攻撃の糸口を掴めないまま敗れました。全

身で対戦チームの心身のタフネスさなど

多くを感じ取ったようです。これからまた

頑張ります。（顧問：河野） 

 

高校硬式テニス部 

SRIXON CHALLENGE CUP  
岩田Ａ（予選リーグ） 

  岩田 １－２ 上野丘 

  岩田 ２－１ 鶴崎工業Ｂ  

 （二次リーグ） 

  岩田 ３－０ 鶴崎工業Ｃ 

  岩田 １－２ 昭和学園   

 （決勝トーナメント） 

  岩田 ０－２ 杵築  

 （敗者復活戦（コンソレ）） 

  岩田 １－２ 楊志館 

  岩田 １－２ 別府商業・大分工 

岩田Ｂ（予選リーグ） 

  岩田 ０－３ 鶴見丘 

  岩田 ０－３ 別府商業  

 （敗者復活戦（コンソレ）） 

  岩田 ０－２ 雄城台  

一年生のみの３ポイント制の団体戦形式

の大会に参加しました。今後の団体戦を

想定して、「それぞれの役割を設定しな

がら、今の自分に出来ることをコートで

表現（プレイ）する」ことを目標にチャ

レンジしました。各自がしっかり成果と

課題の両方をたくさん見つけることがで

きたと思います。春の九州ジュニアと県

体に向けて、一層練習に励みたいと思い

ます。（顧問：川元） 

 

書道部 

第２４回大分県高等学校書道展  

（毛筆の部） 

高教研書道部会賞 ４の１大西まゆ 

         ５の２恒成実季 

      推奨 ５の３藤川尚代 

（硬筆の部）推奨 ５の２恒成実季 

         ５の３藤川尚代 

         ４の４鈴木伶奈 

第４６回高野山競書大会  

  審査委員長賞 ５の３藤川尚代 

平成２３年度第６３回大分県学校書写書道展  

金賞受賞者 

   （硬筆の部）２の２須賀夏穂 

         ２の３速水 楓 

   （半紙の部）２の２後藤紫文 

         ２の２須賀夏穂 

         ２の２平尾優奈 

         ２の３速水 楓 

         ２の２氏田華奈 

         ５の２恒成実季 

   （条幅の部）５の２恒成実季 

第２０回記念国際高校生選抜書展 

      入選 ５の２恒成実季 
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生徒寮ＰＲ 

 

 

岩田学園には県内一のすばらしい生徒寮が 

完備されています。 

 

●人間力アップは、すばらしい同級生・先輩・後輩・

先生方のと出会いです。 

●成績アップは基本はまず規則正しい生活です。 

 

君も生徒寮から新しい学校生活をはじめてみませんか。 

 

～詳しくは樟英寮事務室まで～ 



 生徒指導部では大分県警察メール配信

システム“まもめーる”に登録し、大分

県警察本部及び警察署から不審者・変質

者情報を配信してもらっています。（個

人でも登録するだけで配信してくれま

す。）そして、この情報は岩田学園の全

職員に配信し、生徒に連絡・指導してお

ります。２月だけで７件の配信がありま

した。夕方、暗くなってから帰る生徒に

は単独では帰らず、できるだけ複数で、

明るい通りを帰るように指導しています

ので、ご家庭でもご注意をお願いいたし

ます。以下に２月の大分市での情報を掲

載します。 

 

２月１８日  

 午後3時45分ころ、大分市萩原におい

て、小学生が男から下半身を見せられる

事案が発生しました。男の特徴：年齢20

歳位、身長160～170ｃｍ位、中肉、黒髪

の短髪、上下黒色のスウェット、ハイ

カットスニーカー（金色×白色） 

 

２月１７日  

  午後５時すぎに、大分市皆春におい

て、白色の軽トラックに乗った男が女子

高生につきまとう事案が発生しました。

女子高生は逃げ無事でした。  

男の特徴：２０～３０歳くらい、天然

パーマで黒髪、あごひげを生やし、上衣

は茶色っぽい作業着を着用。  

 

２月１５日  

  午後2時40分ころ、小学生男児数名が大

分市片島の路上を下校中、車に乗った男

から「何年生」「車に乗らない」などと

声をかられる事案が発生しました。児童

が無視したところ男は走り去りました。

男の特徴:黒色ニット帽、白色マスク、サ

ングラス。白かシルバーの普通乗用車を

使用。 

 

２月９日  

 午前8時ころ、女子児童が大分市田中町

の路上を登校中、男から「どこの小学校?

目をつぶって」などと声を掛けられる事

案が発生しました。児童は逃げて無事で

した。男の特徴：年齢20歳前後、身長16

5㎝位、中肉、目が細い、白色マスク、襟

までの髪、後頭部部分は束ねている。

黒っぽいジャージ上下、袖の部分はオレ

ンジライン入り。プーマの黒っぽい鞄所

持。赤い靴。 

 

２月５日  

  午前11時ころ、大分市羽田の路上を女

子児童2名が歩いていたところ、近づいて

きた男から「何処に行ってたの」等と声

をかけられ、早足で追いかけられる事案

が発生しました。女児は近くのスーパー

に逃げ込み無事でした。男の特徴:年齢60

歳位、身長170㎝位、やせ型、野球帽、緑

色ジャンパー、灰色ズボン着用 

生徒指導部より     生徒指導主任 楠田克彦 

養護教諭 野村めぐみ 

インフルエンザウィルスが猛威をふるっています！！ 

  先週よりインフルエンザに罹患するお子様が急増し

ています。 

特に中２・中３で感染が拡大しており、欠席者・早退

者多数のため学級閉鎖となったクラスもあります。各

ご家庭で予防の徹底をお願い致します。 

 また、感染性胃腸炎も静かに広がっていますのでこ

ちらもまだまだ注意が必要です。手洗い・うがい・マ

スクの着用をお願い致します。 

 インフルエンザ 感染性胃腸炎 

１年 0 1 

２年 4 8 

３年 １２ 4 

４年 １０ 0 

５年 1 0 

６年 ２ 0 

２月のインフルエンザ・感染性胃腸炎感染者数（学年別） 

＊インフルエンザ・感染性胃腸炎の診断された場合は 

 出席停止となりますので、学校への連絡をお願いします 

２／２２ 現在 

Ｒ－１ヨーグルトの話 

 ご存じの方も多いと思いますが・・・ 

Ｒ―１ヨーグルトに入っている乳酸菌は

腸内で悪い細菌を撃退する ナチュラルキ

ラー細胞を活性化させ、免疫力が向上す

るとされ、Ｒ－ヨーグルトは現在入手困

難な状態だそうです。佐賀県のとある町

では２０１０年９月～１１年３月の半年

間、町内の小中学生がＲ―１ヨーグルト

のドリンクタイプを飲み続けたところ、 

周辺自治体の子供たちよりもインフルエ

ンザの感染率が格段に低下した。との

データもあります。手に入る方はぜひ試

してみてください。 

 

 

 
大手メーカーから発売され

ているＲ１－ヨーグルト→ 
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立春を過ぎたとはいえ、まだ寒い日が続きます。体調を崩

す生徒も増えています。今年度最後の学年末考査も近づいてき

ました。十分に健康管理にお気をつけ下さい。 

書き損じハガキについて 

いま、１号館入り口と５号館入り口で、書

き損じハガキを集めています。集められた

カードは『愛のともしび運動』に寄付しま

す。回収するものは、使用済みテレホン

カード、図書カード、バスカード、書き損

じハガキです。国・県の財政状況が引きつ

づき厳しい中、視覚障がい者の福祉を片時

も停滞させることなく増進するため、この

『愛のともしび運動』の実施により、自主

財源の確保を図り、視覚障がい者の地域福

祉の向上に寄付することを目的としていま

す。１枚の書き損じハガキは、鉛筆７本、

消しゴム２個、チョーク３５本、ノート２冊

のいずれかになります。現段階で集まりが

悪いので、期限を1ヶ月ほど延長し、３学

期いっぱいまでの期限とします。生徒だけ

でなく各ご家庭でも、たくさんのカードや

ハガキを寄付してくれることを願っていま

す。ご協力よろしくお願いします。 

（生徒会長 中城毅彦）  

 早いもので今年も卒業式の季節となりま

した。今年は中高一貫校がはじまり２４回め

の卒業式となります。卒業生の保護者の皆

さんはご臨席下さいますようお願いいたし

ます。 

 日時：３月３日(土)午前10時より 

 場所：本校体育館 

   （上履きをご持参下さい） 

出席者：卒業生(24回生)、職員、在校生

(高２全員、他の学年は各クラスの

ルーム長・副ルーム長)、保護者 

来賓：是永 駿（これなが しゅん）様 

   APU立命館アジア太平洋大学学長  

   野村威雄（のむらたけお）様 

同窓会会長「樟友会」代表（大学講

師、医師、１回生） 

第24回岩田高等学校卒業証書授与式のご案内 

学園だよりもカラーで掲載 

ＨＰ＆ブログをご覧ください。 

http://www.iwata.ed.jp/ 

（写真は昨年の卒業式） 


