
ハイライト:ハイライト:  

••  第第3030回入学式が行われる。回入学式が行われる。  

••  新校長、柳井修の決意！新校長、柳井修の決意！  

••  ３名の新任の先生をお迎えしました。３名の新任の先生をお迎えしました。  

••  今春卒業の今春卒業の22４回生、どこまで伸びたか！４回生、どこまで伸びたか！  
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学園だより学園だより   

第30回入学式が行われる 1 

中高一貫３０周年を迎えて 
校長 柳井 修 

2 

新任紹介＆中学校卒業式 3 

平成24年度大学入試総括 
進路指導主任 三浦準一 

4 

5 

カウンセリングルームより 

保健室より  養護教諭 野村めぐみ 
6 

生徒指導部 指導主任 阿部順三 7 

岩田はどれだけ伸ばすか 
教頭 児玉洋司 

8 

第３０回岩田中学校・高等学校入学式が行われる。 

 ４月６日(金)、第３０回岩田中学校・高等学

校入学式が行われました。 

 式では今年度より校長に就任した柳井修

校長より、新入生８８名に対して入学許可お

よび式辞がありました。理事長あいさつの

後、来賓としてＡＰＵアジア太平洋大学副

学長平田純一様、同窓会(樟友会)代表福光

賞真様より御祝辞をいただきました。 

また、新入生代表(中学)戴越さんと(高校)

溝口碧さんから新しい学校生活に向けた誓

いの言葉が述べられました。 

 今年は中学校７２名、高校(APU・立命館

コース)１６名(内部進学生２名含む)が岩田生

の仲間入りをしました。 

 天候に恵まれ、当日の天気は快晴、正門

の桜は満開という 高のコンディションで

した。式のあと桜の木の下や校門で記念写

真を撮る姿が数多く見られました。また、

寮生は入学式の後、入寮式を行い一足早く

新生活をスタートさせました。 

 新入生は４月７日(土)に校内オリエンテー

ションを行い、９日(月)から１泊２日の校外

オリエンテーション（湯布院ゆふの丘プラ

ザ）を行いました。「理事長・校長と語る

会」では、真っ直ぐな意見が多く出たそう

です。この研修を通して、岩田生としての

自覚を高め、学校生活に対する取り組み方

を学ぶと同時に同級生や先生方との親睦を

深めることができました。 

【御列席された来賓】 

APU･アジア太平洋大学副学長 平田純一 様 

立命館一貫教育部次長     近藤茂生 様  

同窓会(樟友会)代表 福光賞真 様  

岩田学園保護者会会長 

大分中央警察署津留交番所長 赤尾郁馬 様 

岩田町１丁目自治会長 餅澤文也 様 

岩田町２丁目自治会長 賀来 実 様 

岩田町３丁目自治会長 清水 實 様 

南都留自治会長 本田 栄 様 

羽生正宗 様 

岩田学園総務部広報課 

APUｱｼﾞｱ太平洋大学副学長 

平田純一 様 

樟友会(同窓会)代表 

福光賞真 様 

中学校新入生代表 

戴  越 さん 

高等学校新入生代表 

 溝口 碧 さん 

更
な
る
進
化
へ岩田中学校・高等学校
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学園だより学園だより  

中高一貫３０周年を迎えるにあたり ～新任の挨拶 校長 柳井 修～ 

 新緑目にしみる今日この頃、皆様方に

おかれましては益々ご健勝のこととお喜

び申しあげます。日頃から本校の教育活

動に対して、ご理解、ご協力を頂き誠に

有難うございます。心から厚く御礼申し

上げます。この４月より校長に就任するこ

とになりました柳井です。よろしくお願

いいたします。 

 さて本校は、西暦１９００年（明治３３年）の

創立以来、１１２年の歴史を有しています。

これは大分市内ではもっとも歴史ある高

等学校です。１９８３年（昭和５８年）まで、一

貫して女子教育に専念いたしました。そ

の後、中高一貫教育を行う男子校に変わ

り、２１世紀となった２００１年には男女共学

校へと変わりました。大分県で初めて中

高一貫教育に取り組んでから、今年度で

ちょうど節目の３０周年となります。この

ような伝統ある岩田の使命はいつも社会

のニーズにあったトップ校であることで

す。それが現在ある中高一貫のＩＷＡＴＡ

コースであり、高大連携プログラムのＡ

ＰＵ立命館コースです。３０周年を機に更

なる飛躍のためにますますこの２つの

コースが発展するよう努力いたします。 

そのために今年度より本校が重点的に取

り組む３つのことをお話しいたします。 

 

●平成２５年度募集の生徒から、中３進級

時、ＩＷＡＴＡコースに医進クラス（１ク

ラス）と文理特進クラス（２クラス）を新

設します。 

 

 中１と中２の義務教育は学力均等クラ

スで勉強し、中３からの医進クラスは将

来医師になりたいという志をもった生徒

を集め、倫理観を養う研修や医療現場を

体験させる機会を設け、使命感や責任感

が強く、社会貢献に寄与する精神を持っ

た生徒を育てます。本校はこれまで医学

部進学において大変すばらしい実績を残

してまいりました。今後も卒業生や保護

者からの期待に応え続ける使命を果たし

ます。また、文理特進クラスも習熟度別

クラスを採用し、難関大をめざす生徒

や、個性を発揮できる大学をめざす生徒

に柔軟に対応できるようにいたします。 

 これに伴い来年度より、在校生が現在

行っている中３～高２の均等クラスを、

以前行っていた習熟度別クラスに変更す

る予定です。これに関して詳しいことは

保護者懇談会等でご説明いたします。 

 

●本校の入試制度を変更します。 

 

 中学入試について、一般入試はこれま

でどおりですが、従来の推薦入試を専願

入試と名称を変更し、適性検査を廃止し

ます。また専願入試の生徒も一般入試の

生徒と同様、４教科（算・国・理・社）

を受験してもらいます。さらに専願受験

の生徒には自己推薦書、小学校の通知表

の写し、保護者同伴の面接を課します。 

 高校入試は、従来の推薦入試と一般入

試に加え、帰国子女入試を行います。ま

た、一般入試は２月上旬の前期試験と３

月中旬の後期試験に分けて行います。 

 

●中高一貫３０周年記念事業を行います。 

 

 ３０周年を機に在校生、卒業生をはじめと

する学校関係者と保護者、地域社会との

連帯感を構築します。 

 在校生および卒業生には次代の社会を

担う自らの役割を自覚させ、明日の日

本、さらには世界をリードする人材を育

成します。 

 

 これとは別に在校生の基礎学力アップ

に向けたシステムの見直しと新課程に

沿ったシラバスの改訂を今年度中に行い

ます。また、品格教育に力を注ぎ、自由

な校風の中にも礼儀や規律のある生徒の

育成をめざします。 

 

 公立高校で２年勤めた後、縁があって

私がこの学校に赴任したのが２８年前。今

や送り出した卒業生が、医師や弁護士、

その他様々な社会の第一線で活躍してい

ます。優秀な人材の育成に関わることが

できたのが私の一番の誇りです。大分の

教師の中でもっともすばらしい教え子を

もつ教師だと自慢できます。だから私は

この学校の卒業生ではありませんが、岩

田を誰より愛しています。“岩田ＬＯＶ

Ｅ”です。私の子ども３人はもちろん岩

田。近い親戚の子も含めると７人が岩田

出身です。 

 いつの時代になっても「どこの高校の

出身ですか？」と聞かれたら「岩田高校

出身です！」と胸を張って答えられるよ

うにするのが我々職員の使命です。その

ためには今いる在校生に、卒業した先輩

達に負けないよう頑張ってもらわなけれ

ばなりません。今年度より児玉洋司先生

が教頭に、楠田克彦先生が寮監長に就任

し、新しい体制で我々職員も頑張りま

す。保護者の皆様には今後とも、なお一

層のご支援、ご協力を賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 
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大橋昌歩 先生 
 

真部美菜 先生 
 

林 智一 先生 
 

 今年度から１年２組の担任をさせて

いただくことになりました、真部美菜

です。担当教科は中１の英語、部活は

硬式テニス部のサブ顧問です。  

 趣味でHIPHOPを１３年ほどやって

いるので、学園祭でダンスをやるな

ど、ダンスのことで聞きたいことがあ

ればいつでも来て下さい！！ 

 もちろん英語の質問も受け付けてい

ます。  

 みなさんをもっと知りたいので私を

見かけたら気軽に話しかけてくださ

い。よろしくお願いします♪ 

 こんにちは。大橋昌歩と申します。

担当教科は国語科です。旅行やスポー

ツ観戦などが趣味です。  

 私は平成二十年にこの岩田学園を卒

業した二十回生です。生徒として在籍

していた時分には、毎年学園祭を特に

楽しみにしていました。再びこうして

かつての日々を過ごした学校に帰って

くることができ、喜びと懐かしさを感

じています。 

 生徒の皆さんと共に自らも成長して

いきたいと思います。これからよろし

くお願いします。 

 本年度よりスクールカウンセラーを

担当させていただくことになりました

林 智一（はやし ともかず）と申し

ます。原則として学期中の水曜日13時
～17時（都合により変更の場合もあ

り）にカウンセリングルームに在室し

ています。カウンセリングなどという

と、しりごみされるかたもあるかもし

れませんが、一人で悩みを抱え込んで

しまわず、どうかお気軽にご利用くだ

さい。生徒のみなさまはもちろんのこ

と、保護者のみなさまや教職員のみな

さまのご相談もお待ちしております。 

岩田中学校卒業式および中学高校終業式，離任式が行われました。 

 ３月２４日(土)岩田中学校の卒業式が行わ

れ、中学３年生１０７名が式に臨みました。

式では成瀬校長より卒業証書が一人一人に

手渡され全校生徒で27回生の中学卒業を祝

いました。 

 また卒業式・終業式の後には、今年度で

退職する４名の先生方の離任式が行われま

した。辞められる先生方は岩田での思い出

を語り、在校生を激励しました。 

 突然の知らせに泣き出す生徒や、恩師の

ために遠方から駆けつけた卒業生など、そ

れぞれが離任される先生方との別れを惜し

みました。 

[理事長賞](６名) 

河上春菜、城野麻友夏、津村佳希、 

得丸奈央、平山佳奈、牧 空花 

 

[皆勤賞](７名) 

岡﨑龍之介、沖田 優、河上春菜、 

城野麻友夏、田熊 諒、藤本 類 

山田一輝 

 

[日本私立中学校高等学校連合会会長賞] 

岡﨑龍之介 



２０１２年度大学合格速報２０１２年度大学合格速報 ～４月２１日現在～ 卒業生１０６名 

岩 田 高 校  

国公立大学 
首都大東京（ｼｽﾃﾑ  ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ）           

東京大         （文科三類）           

大阪大            （工 電子情報）          

大阪大    人間科学 人間科学）           

兵庫県立大  （理 生命科学）           

広島大                （歯 歯）               

広島大               （医 医）           

広島大   （工 二類電気）           

広島大    （経済 経済）           

島根大    （法文 法経）               

山口大  （教育 国際文化）           

九州大               （医 医）           

九州大           （教育）               

九州大      （工 電気情報）           

九州工業大 （情報工 生命）           

福岡教育大（教育 初等社会）           

佐賀大（理工 機械システム）               

長崎大          （歯 歯）               

熊本大   （工 社会環境）           

熊本大（工 情報電気電子工）               

熊本大          （薬 薬）               

熊本大      （理 理）           

大分大           （医 医）           

大分大               （医 医)               

大分大          （医 医）               

大分大          （医 医）               

大分大          （医 医）               

大分大   （工 電気電子）           

大分大   （工 応用化学）           

大分大  （工 機械ｴﾈﾙｷﾞｰ）           

宮崎大         （農 獣医）               

宮崎大（工 情報システム工） 

北九州市立大（外 国際関係） 

私立大学 

酪農学園大     （獣医 獣医）               

酪農学園大      （獣医 獣医）               

独協医科大        （医 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）           

青山学院大  （教育 心理）               

桜美林大    （リベラル）           

学習院大    （文 哲学）           

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）               

国立音楽大（音楽 音楽教育）           

慶応義塾大       （経 経）               

慶應義塾大       （商 商）           

国際基督大（教養 ｱｰﾂｻｲｴﾝｽ）           

芝浦工業大  （工 電気工）           

芝浦工業大  （工 機械工）           

芝浦工業大  （工 機械工）           

芝浦工業大（デザイン プロ）           

芝浦工業大（デザイン プロ）           

芝浦工業大（デザイン プロ）           

芝浦工業大 （土木工 社会）           

順天堂大         （医 医）           

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）           

拓殖大     （商 経営）               

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  （理工 精密機械）       

中央大  （理工 生命科学）       

中央大  （理工 生命科学）       

中央大  （理工 経営シス）       

中央大   （文 人文社会）       

中央大    （文 国文学）       

津田塾大   （学芸 英文）       

帝京大  （外国語 外国語）       

帝京大          （医 医）          

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）       

東海大 （海洋 水産－食品）       

東京歯科大       （歯 歯）             

東京歯科大       （歯 歯）        

東京農業大（国際食料 国際）       

東京農業大（国際食料 国際）       

東京農業大（生物産業 地域）       

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）        

※合格大学には卒業生を含みます(判明分のみ)。 
※本校はマスコミで問題となった“高校の大学受験料負担”は開校以来行っていません。 

※太字は難関大学と医歯薬学科を示します。 

東京大、九州大医、広島大医…現役合格、早稲田大も現役１０名合格！ 

国立大医学科７名，九州大医をはじめ医歯薬獣医系８２名(看護医療系除く) 

平成２４年度大学入試総括 

 今春の大学入試は，不安定な経済情

勢や学生の就職難を背景に「国公立大

人気の安定」，「理系学部や資格系統

学部の人気」による文低理高の志願動

向となりました。国公立大学の志願者

数は微減となりました。昨年に引き続

き平均点が上昇した今年のセンター試

験では，昨年と得点分布にほとんど変

化が見られなかった文系に対し，理科

の易化が目立ったこともあり，理系で

は９００点満点中７割以上の成績層がとて

も厚くなりました。これにより，理系

では難関大学や医学などの難関学部へ

の志願者がさらに増加し，東京大学の

理科一類や大分大学医学部医学科にお

ける第一次選抜のボーダー点が昨年に

比べ大幅にあがったように，前年以上

に厳しい入試が展開されたようです。

予備校関係者からは，今回の入試の結

果により理系の難関大を目指す層の浪

人生が例年以上に増加したとの話も伝

わっていて，現役生の志望動向に少な

からず影響を与えるかもしれません。 

 私立大の志願者数は横ばいで，都市

部の早慶などの難関大では志願者の減

少がみられました。一方，文低理高の

傾向は国公立と同じで，医・歯・薬・

理・工などの学部で志願者数の増加が

目立ちました。 

 さて本校においては，先月の速報番

でご報告したように，東京大学の文科

Ⅲ類に一名合格したほか，旧帝大や早

稲田・慶應義塾などの難関私大にも多

くの合格者を出すことができました。

現役生の合格者総数は１８５名(４月１６日

現在)で，これは昨年の２３回生に次ぐ本

校歴代２位の人数となりました。 

 また，現役生の国公立大合格者数が

例年に比べて若干少なめですが，これ

は全国の動向と同じく難関大・学部を

志望して受験する生徒が比較的多かっ

たことと、学年人数が２３人少なかった

ことが理由の一つだと考えます。 
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東京理科大   （理 物理）           

東京理科大 （理 応用物理）               

東京理科大  （理工 機械）               

東京理科大  （理工 機械）               

東京理科大 （理工 機械工）           

東京理科大 （理工 機械工）           

東京理科大 （理工 機械工）           

東京理科大 （理工 経営工）           

日本大          （医 医）               

日本大          （薬 薬）               

日本大          （薬 薬）               

日本大     （商 会計）               

日本大 （生物資源科 食品）               

日本歯科大       （生命歯）               

日本獣医生命科学大（獣 獣医）               

日本獣医生命科学大（獣 獣医）               

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 日本史）           

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 機械）               

明治大    （理工 建築）               

明治大    （理工 建築）           

明治大  （理工 電気電子）           

法政大  （理工 経営シス）           

立教大     （理 数学）               

早稲田大           （文）           

早稲田大           （商）           

早稲田大       （基幹理工）           

早稲田大       （基幹理工）           

早稲田大       （先進理工）           

早稲田大         （文 文）           

早稲田大         （文 文）           

早稲田大           （法）           

早稲田大           （法）           

早稲田大   （スポ スポ－ツ）           

関東学院大  （経済 経営）           

金沢医科大       （医 医）               

松本歯科大       （歯 歯）               

愛知医科大       （医 医）               

愛知医科大       （医 医）               

中京大    （経営 経営）               

中京大（国際英語 国際英語）               

中部大（生命健康 生命医科）           

中部大（生命健康 生命医科）           

中部大（生命健康 保健看護）           

豊田工業大 （工 先端工学）           

皇學館大    （文 神道）               

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）               

京都薬科大       （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   （経営 経営）           

立命館大   （経済 経済）           

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）               

関西医科大       （医 医）               

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）           

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（人文 人間心理）          

神戸学院大   （法 法律）           

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）           

神戸学院大       （薬 薬）               

神戸薬科大       （薬 薬）               

川崎医科大       （医 医）               

川崎医科大       （医 医）               

安田女子大       （薬 薬）           

安田女子大       （薬 薬）           

九州産業大    （商 商）           

久留米大         （医 医）           

久留米大         （医 医）             

久留米大         （医 医）               

久留米大         （医 医）               

久留米大    （文 心理）             

久留米大  （文 国際文化）               

産業医科大          （医）               

西南学院大  （経済 経済）           

西南学院大    （商 商）           

西南学院大    （商 商）           

西南学院大   （商 経営）           

西南学院大（人間科学 児童）           

西南学院大（人間科学 児童）           

西南学院大   （文 英語）           

西南学院大   （法 法律）           

西南女学院大（保健福祉 福）           

第一薬科大       （薬 薬）           

第一薬科大       （薬 薬）           

第一薬科大       （薬 薬）           

福岡大     （電子情報）           

福岡大      （機械工）           

 

             

福岡大           （薬 薬）          

福岡大           （薬 薬）          

福岡大           （薬 薬）  

福岡大     （理 化学）       

福岡大     （理 化学）       

福岡歯科大       （歯 歯）        

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   （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        （国際経営）       

九州保健福祉大    （薬 薬）          

九州保健福祉大    （薬 薬）       

鹿児島純心女子大（国際人間）       

文科省所管外の大学校 

延世大  （教育 体育教育）       

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）       

気象大            

※参考：気象大学校とは気象庁幹部候補

生の育成として、気象予報や防災のため

に貢献してしていきます。激烈な競争率

で、倍率は10倍程度、東大や京大希望者

が併願したりします。学部にもよります

が、東北大、大阪大、九州大より難易度

的には上位に位置します。本校で１６年

ぶり、大分県では久しぶり？でしょう。 
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カウンセリングルームより スクールカウンセラー 林 智一 ～分かち合うということ～ 

 はじめまして。この四月から岩田学園

のスクールカウンセラーを担当させてい

ただきます、林 智一（はやし ともか

ず）と申します。一年間、よろしくお願

いいたします。 

ところで、いきなりですが、あっちゃ

んのAKB48からの卒業宣言、びっくりし

ましたね。そのAKB48の『GIVE ME 
FIVE！』のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝﾋﾞﾃﾞｵ（以下、PVと

略記）はごらんになりましたか。 

定時制高校の、それぞれに問題を抱え

た生徒たちがバンドを結成して、卒業記

念ライブを行うまでをドラマ仕立てで描

いた35分近い長編PVです。 

 その中で、私の一番好きなシーン。 

 いかがわしいお店で客引きをしている

姿を、中華料理店で働くあっちゃんに見

られた優子…。２人のあいだに気まずい

空気が流れます。 

そんなとき、あっちゃんは「残り物だ

けどよかったら食べる？」と、ひとつの

肉まんを優子に差し出します。優子は

黙って受け取ると、肉まんを半分に割っ

て、その片方をあっちゃんに手渡すので

す。「ありがとう」と言って受け取る

あっちゃん。 

2人で肉まんをほおばりながら優子は、

担任の国語教師から聞いた、「人という

字は、人が人を支えるって書く」という

話を思い出します。そして、あっちゃん

に対して素直に「ありがとう」と伝える

のです。 

ここには、あげる→もらうといった

“一方通行”ではなくて、ひとつの肉ま

んを“分かち合う”という関係がみられ

ます。そして、ここで分かち合われたも

のは、単に肉まんだけではありません。 

ことばにこそしないけれど、２人の抱

くさまざまな思いもまた、ここで分かち

合われたのです。優子の恥ずかしさや情

けなさ、切なさ…。あっちゃんの安易な

同情はすべきではないという自重や、で

も優子にかける言葉も見つからないとい

うもどかしさ…、などなど。 

それによって優子はあっちゃんに支え

られ、救われました。だから、「人とい

う字は、人が人を支えるって書く」とい

う担任教師の話を思い出して、「ありが

とう」と優子はあっちゃんに素直に言え

たのでしょう。 

こうして２人は、そしてバンドのメン

バーたちは、真の「仲間」、真の「友」

になっていったのだと想像されます。そ

のことは、PVの 後に披露される、卒業

記念ライブでのメンバーの生き生きした

演奏ぶりに表れているのではないでしょ

うか。 

 さて。私もスクールカウンセラーとし

て生徒のみなさま、保護者のみなさま、

教職員のみなさまとさまざまな体験や思

いを分かち合いながら、みなさまの仲間

の輪に加えていただき、スクールカウン

セラーとして成長していければ、と願っ

てやみません。 

 

今年度のカウンセラー出校日は、昨年と同様

で毎週水曜日の午後になります。 

毎週水曜日：午後１３時１０分～１７時 

 

 

養護教諭 野村めぐみ 

 新学期が始まりました！保健室は今のところ利用

者が少なく、お子様たちが毎日を元気に過ごしてい

ることにとても安心しています。 

 今年度もお子様たちが心身共に健康で楽しい毎日

を過ごせますように保健室から温かく見守っていき

たいと思っています。 

 どうぞよろしくお願い致します。 

４月～５月の健康診断 
   
・4/13(金)内科検診：６年生                

・4/14(土)子宮頸ガン予防ワクチン 

                   ：４年生（２０名） 

・4/17(火)内科検診：１年生                

・4/18(水)心臓検診：４年生                

・4/26(木)身体測定：全学年              

・4/27(金)X線撮影 ：４年生                

・5/8(火) 内科検診：５年生 

・5/9(水) 内科検診：４年生・６の４ 

・5/11(金)心臓検診：１年生 

・5/15(火)～5/16(水)尿検査：全学年 

・5/18(金)内科検診：３年生 

・5/29(火)内科検診：２年生 

・5/30(水)～5/31(木)尿検査２次：該当者 

＊聴力検査はクラスごとに随時実施してい   

  きます。（１・３・４・６年生） 

 福光医院：福光先生 

 福原総合デンタルクリニック：福原先生 

 ライオン歯科：白石先生 

   ＊お三方とも岩田の卒業生です。 
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生徒指導部より  生徒指導主任 阿部順三 ～心に余裕を！～ 
 新年度を迎え、心も体もあわただしく

動き回っていることでしょう。ちょっと

立ち止まって気分転換してみませんか。 

 気持ちに余裕がなければ切り替えがう

まくいかず、集中力も持続できません。

身に付くものも限られ、大事な判断も

鈍ってきます。日々前進しながら、心に

余裕のある生活を送っていきましょう！ 

 新入生の手引きよりⅠ生徒の生活目

標，Ⅱ生徒の生活心得を掲載します。 

（次号では服装規定などを掲載します。） 

ご家庭で再度，確認の上，ご指導お願い

いたします。 

 

Ⅰ．生徒の生活目標 
 

 １．あいさつをしよう 

 ２．時間を守ろう 

 ３．服装を整えよう 

 ４．欠席・遅刻をしないようにしよう 

 ５．自分自身に強くなろう 

 ６．社会のルールを守ろう 

 ７．感謝の気持ちを持とう 
 

Ⅱ．生徒の生活心得 
 
（１） 反社会的行動をしないこと 

 飲酒・喫煙・窃盗（万引き等）の反

社会的行動はしないこと。 

（２） 遅刻・欠席 

 欠席，遅刻をする場合は，保護者よ

りクラス担任に連絡をして頂くこと。 

遅刻した場合は，直接教室に行かず職

員室に行き，「入室許可証」に必要事

項を記入し，担任（不在の場合は学年

の先生）に印をもらい，教室に行き授

業の先生に渡す。 

（３） 保健室の利用許可について 

 朝礼～終礼の間に保健室を利用する

生徒は，保健室利用許可証を必ず使用

すること。 

（４） 総下校 

 部活生以外は１８：００。 

 部活生については１７：５０に部活動を

終了。１８：１０には一斉下校。 

（５） 生活指導上好ましくない場所として制限

を設ける場所 

・喫茶店・カラオケボックス，イン

ターネットカフェなど飲酒・喫煙を伴

う恐れのある場所 

・ゲームセンター・ゲームコーナーな

ど高額の金銭負担につながる遊技場   

以上の場所については，保護者同伴で

ない限り立ち入りを禁止する。 

（６） 外出時間 

 夜間外出については，中学生は１９

時まで，高校生は２１時までとする。

なお，女子については，日没後の外出

を慎むこと。 

 外出の際は必ず家の人に行き先，用

件，帰宅時間を知らせておくこと。 

 深夜（午後１１時～翌日の午前４時）

の青少年の単独，もしくは集団での徘

徊は「青少年のための環境浄化に関す

る条例」で補導対象となる。 

（７） 外出時の服装 

 外出の服装は，制服または清楚なも

のとし，必ず身分証明書を携帯するこ

と。 

 学校に登校する場合は，基本的には

制服着用。部活動の場合には，体操服

または部活動で作成した揃いのジャー

ジ・ユニホームで登校しても良い。 

（８） 交通規則遵守，交通事故防止。 

 交通安全にはくれぐれも注意し，交

通規則を守り，自分と他人を交通禍か

ら守ろう。特に無免許運転・自転車の

二人乗り・信号無視・傘さし運転など

を絶対にしないこと。 

（９） 運転免許取得 

運転免許の取得は禁止する。 

（１０） 旅行・登山 

 旅行や登山などを行うときは，必ず

保護者の同意を得て，事故が無いよう

につとめること。また，冬山登山は危

険であるので，極力行わないこと。 

（１１） 補導を受けたとき 

 万一，警察官・補導員より補導を受

けた場合は，身分証明書を提示し素直

な態度をとること。 

（１２） インターネットの利用 

 インターネットを利用する場合は健

全な利用をすること。「出会い系サイ

ト」は絶対に利用しないこと。またイ

ンターネットの利用はマナーを守って

他の人を傷つけたり，非難したりする

ことは犯罪となることを自覚するこ

と。 

（１３） 一般道徳（公衆マナー） 

  列車・バス利用に当たっては，通

学定期券の不正使用などの違法行為，

座席占拠などの乗客に迷惑をかける行

為を禁止するとともに，公衆マナーの

確立に努めること。 

  高齢者・年少者・障害をもった人

などの立場にたって考え，行動するこ

と。 

（１４） アルバイト 

 アルバイトは禁止とする。 

（１５） 自転車通学 

 中学１・２年生については，交通安

全面および身体条件から禁止する。中

学３年生・高校生については，一定の

基準を満たし，許可を受けた者の自転

車通学を認める。 

（１６） 不必要なものを学校に持参しないこと 

 雑誌・ゲーム機・トランプ・カー

ド・音楽や映像を視聴する機器等，学

校生活に不必要なものを持ってこない

こと。見つかり次第，没収とし，１週

間後保護者に返還する。 

教室 

職 員 室 

 ①担任許可（印，時刻記入） 

 ③担任利用確認（印，時刻記入） 

保 健 室 

 ②保健室利用 

 （養護教諭確認印） 

保健室の利用許可について～生徒の動き 

④ 

④教室復帰のとき 

（ⅰ）次の授業に最初から復帰する場合→利用許可証は担任預かり 

（ⅱ）次の授業の途中から復帰する場合→利用許可証は生徒に預け，生徒は授業の先生に

渡す（入室許可証の代わり）。授業の先生は，授業後に担任の先生に渡す。 

早退 



C l i c k

岩田中学校･高等学校 

21世紀の有為な人材を育成する 

大分市岩田町１－１－１ 

学校法人岩田学園 

電話  097(558)3007 
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岩田は、どれだけ成績を伸ばせるか？伸ばせたのか！～２４回生を検証～ 
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自家用車で子供を送迎される自家用車で子供を送迎される保護者にお願いします。本校は安全面と近隣

住民に配慮して、道路上に駐車して生徒を降ろすのではなく、敷地内へ入って

から降ろすようにお願いしています。ご理解・ご協力よろしくお願いします。  

 IWATAコース９６名に対し、現役で東

京大学、大阪大学、九州大学医学科、

広島大学医学科、そして早稲田大に１０

名という合格者が出ました。 

 昨年と比較して学年人数が２３人少な

いとはいえ、国公立大の合格者総数が

少なかったことは否めません。 

 ここでは、現役２４回生の歩みを少し

クローズアップしてみましょう。 

 ご存知かもしれませんが、２４回生

は、大分中や向陽中が開校した年に入

学した生徒たちです。当時、塾や学校

など教育関係者の中で、「２４回生は他

校の初年度効果の影響を大きく受け、

模試や大学入試の結果は、これまでに

なく厳しい結果になるだろう。」と予

想されていました。 

 確かに中学時より、それまでの回生

より苦戦が続きました。高３時の他校比

を不安に思う雰囲気もありました。 

 しかし、２４回生は素晴らしい学力伸

長を大学入試センター試験で実証しま

した。過年度比較でも過去１０年でトッ

プレベルの点数（＋９９．１点）を叩き出し

ました。※下の表は過去５年分データ 

平均点が毎年異なるため、県や全国平

均との差や偏差値で比較しています。   

 学力伸長は、外部模試や個別入試の

結果だけでは、母集団の質や人数が異

なるため、検証が難しいのですが、セ

ンター試験という全国統一試験だけは

明確な検証の場となります。 

 ２４回生は本校で初めて中１より自主

登校や補習を実施し、学校中心で取り

組む雰囲気の高い集団でした。高３で

は、夜間学習６７名(７０％)、ＧＷ自主登

校６４名(６７％)、夏の自主登校８７名(９

１％)、学祭後の自主登校７０名(７３％)と

いう数字でした。 

 もちろん、こうした姿勢だけで第一

志望合格を全員が勝ち取ることはでき

ません。当然のことですが、教員は教

科指導力の向上に日々精進しなければ

なりません。私たちの指導力が向上す

ればするほど、子どもたちの伸長度が

より高まるはずです。 

 中高一貫30周年を迎え、岩田は真摯

に教科指導力を高めていく所存です。 

注目 


