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第38回学園祭を振り返って 生徒会担当 坂本文郎

コロナ禍の中、開催が危ぶまれた学園祭で

したが、9月15日(火)～18日(金)の4日間の日

程を何とか終了することができました。準備

段階からの困難な状況は以下のようなもので

す。

3月･･･昨年までの反省を元に、高校2年生の

実行委員を早く決め､計画を練り直そうとする

も､休校のため断念。

～5月･･･6月に入ってすぐに動けるように、

BLENDやMetamojiを使って準備。

6月･･･クラス展示の方法や体育館でのイベ

ント（Bパート）など、どのような方法で実

施できるのか検討。結局、模擬店もバザーも

中止。リモートを駆使して､教室内での学園祭

体験なども検討されたが、展示を体育館で、

Bパートをホールで行うことに決定。

6月･･･学園祭パンフレットのリニューアル

に取りかかる。作るパンフレットという考え

の元、情報が最新のパンフレットになること

を考慮。

7～8月･･･ほぼ全て新しい形の学園祭になる

ことで、生徒同士の行き違いも多々発生。

こんな状況の中、2学期を迎え、学園祭に向

かって嵐のような活動が始まります。ホール

との打ち合わせのために厚さ３cmにもなる台

本作りを進めたAパートのスタッフ。彼らは

芸能祭のリハーサルに向けてあらゆる問題点

を探っていました。Bパートのスタッフも､初

めての打ち合わせに戸惑いながら準備を進め

ました。Cパートのスタッフは、初めての体

育館でのクラス展示の準備に知恵を絞ってい

ました。保健の生徒たちは椅子の消毒作業も

大変でしたが、数多くの出入口で入退場者に

アルコール消毒をさせていました。これら全

てが今まで体験したことのないものです。学

園祭の最後を飾る高校2年生の演劇も、新しい

試みとして連作の物語を題材にしていまし

た。生徒たちは一人二役も三役も兼ねて活動

せざるを得ませんでした。少しずつではあり

ますが、本番に向けて準備が積み重なって

行ったときに、本当に頼りになる生徒たちだ

と実感しました。

学園祭最終日を迎え、演劇も終わろうとし

ているとき、まもなく閉会式を行えるとホッ

としていました。過去30回以上繰り返した学

園祭の実施で今年ほど困難な状況はありませ

んでした。

真剣ゆえのぶつかり合いを調整しまとめよ

うとする生徒、先を読み自分の意思で動ける

生徒、丁寧に目の前の仕事を確実に処理して

いく生徒など、素晴らしい成長を多くの生徒

が見せてくれました。この経験を是非今後の

人生に役立ててほしいと思います。また､後輩

たちは先輩の姿を目に焼き付けて、来年再来

年、さらに素晴らしい学園祭を作り上げてほ

しいと願っています。

最後にコロナ禍の中、保護者の皆様に見て

いただけなかったことをあらためてお詫び

します。

general affairs 
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●第３8回学園祭大いに盛り上がる！

●新たな形の体育大会！

●入試説明会のお知らせ！

●学園祭&体育大会DVDのお知らせ！
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学園祭パンフレットの表紙
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【第１日 9/15(火)】 午前：開会式、ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞなど

午後：展示観覧、発表準備など

【第２日 9/16(水)】 午前：発表準備など

午後：Ｂパート(イワレコ・イベントなど)、大抽選会など
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生徒会長あいさつ 生徒会長 武内慧光

テーマ「ヒカレ」のもと、第38回学園祭も

無事に成功に終わることができました。新

型コロナウイルス感染症の影響でさまざま

な制限が設けられ、立ちはだかる壁はとて

も大きかったと思います。そんな中、今年

の学園祭を成功させることができたのは高

校二年生のスタッフを中心に全校生徒が

全力で取り組んだからであり、コロナを理

由に手を抜かなかったからだと思います。

今回のテーマである「ヒカレ」の通り、それ

ぞれのやり方、それぞれの場所で自分のヒ

カリを放っていました。

僕はコロナ禍で生徒会長になり学園祭を

運営したことを不幸とは一切思いません。

出来なかったことも多くありますが、今年だ

からやれたこと、経験できたことがたくさん

ありました。今年を乗り越えた僕達は今後

どんな困難にも打ち勝てると信じていま

す。この経験を糧に来年、再来年、その先

の学園祭につなげて欲しいです。

最後になりますが、今年は特に生徒だけ

ではできないことも多くありました。サポー

トしてくださった先生方、本当にありがとう

ございました。

↑高２学年展示

全
校
作
成

↓クイズ大会

↑大抽選会↓寮生発表
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【第３日 9/17(木)】 午前：全校一斉片付け、リハーサルなど

午後：芸能祭(部活動発表・文芸発表など)

【第４日 9/18(金)】 午前：芸能祭(岩田生の主張・レシテーション・

５年演劇)、閉会式

学園祭結果
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↑校歌独唱

↓英語弁論

↑エンドロール

部活動発表

↑APUプレゼン

↑レシテーション
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体育大会を振り返って 体育科主任 阿部順三

県立武道館建設の請願を受け、「武道を中心として多目的に利

用できる施設」として平成31年に竣工された「県立武道(昭和電

工)スポーツセンター」で開催いたしました。

屋内スポーツの拠点として球技や武道などの各種の大会が催さ

れましたが、今回学校の体育大会での使用は初ということで特活

担当責任者を中心として入念な打ち合わせを経てまいりました。

コロナ禍で、体育大会を中止する学校もある中、安全に開催で

きるように養護教諭も含め、消毒作業・競技種目内容の精選、確

認などの感染防止対策の打ち合わせを重ねてきました。そのため

入場受付での検温、消毒、リストバンドの装着などの業務に多く

の教職員を配置したため、駐車場・入り口などの誘導、案内が不

十分となりました。

今回取りやめた種目は、「騎馬戦」、「玉に魂を(大玉おく

り)」、「駆け足で架け橋」、「部活対抗リレー」など接触の多

い競技です。生徒が楽しみにしていた種目や一般参加の種目がな

くなったことはとても残念でした。

過去の成績は南軍22勝、北軍15勝で、「南軍は連覇を！、北軍

は奪還を！」を目標にした今大会、午前の部が終了した時点で南

軍513点、北軍が436点と差がついていましたが、午後の北軍の追

い上げは凄まじく、「高校女子南北リレー」で同点まで追いつき

ましたが、最後の「高校男子南北リレー」で惜敗。最終的に南軍

784点、北軍774点で南軍が連覇しました。

生徒はマスクや手袋の着脱などの不自由の中、元気に一生懸命

取り組んでくれました。

初めてのアリーナでの開催、不手際や物足りない面も多々あっ

たと思いますが、生徒の送迎をはじめ保護者の皆さまのご理解、

ご協力をもちまして無事に終了できましたことを感謝申し上げま

す。ありがとうございました。

体育大会を振り返って 体育委員長 薬師寺寿邦

みなさん、新しい体育大会を奏でることができましたか？僕は全校生徒みんなが

奏でてくれて1つの大きな体育大会を創れたと思います。今年の体育大会は新しい

ことが多く、とても苦労しました。ですが、この苦労の大き

さは達成感として僕のところへ戻ってきました。

実は、閉会行事のあいさつの時リレーの後で息が上がって

いると言いましたが、感極まっている状況でもありました。

今年の体育大会はたくさんの先生方、各スタッフ、そして全

校生徒のおかげで成功させることができました。

本当にありがとうございました。

↑ I・S・T

↑入場者用リストバンド
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中体連市総体の一場面

高校県総体の一場面
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８～10月の部活動の結果報告 総務 川元 威彦

学園だより

★中学大分市新人戦
●バスケットボール部

＜男子＞

予選リーグ 

岩田 25-60 大東 岩田 16-63 鶴崎 

２年生３人，１年生４人の新チーム

は、全員岩田に入ってバスケを始めた完

全素人集団。小学校からバスケをやって

いるチームに果敢に挑みました。初めて

の試合で緊張していましたが、少しずつ

慣れ、積極的なプレーが出ました。残念

ながら全員得点とはなりませんでした

が、２試合でチームで41点とれたことは

収穫でした。たくさんの保護者の方が応

援にかけつけてくださいました。感謝致

します。                 (顧問：野田) 

＜女子＞

予選リーグ 

岩田 22-111 滝尾 岩田 22-78 王子 

新チーム８名中６名が素人という状況

で、強豪相手に挑みました。思うような

プレーはさせてもらえませんでしたが、

最後まで諦めずプレーができました。今

後の課題としては、基本的なプレーをま

ず当たり前にできるよう指導に努めてい

きます。たくさんの保護者の方が応援に

かけつけてくださいました。感謝致しま

す。 (顧問：牧野)

●テニス部

＜男子＞

団体戦

１回戦 岩田 2-1 大東 

２回戦 岩田 1-2 大分西 

個人戦(ダブルス) 

３回戦進出：二ノ宮(慶)・奥

２回戦進出：高・二ノ宮(雅)

全体的に前回に比べてのびのびとプ

レーできていたと思います。今回がはじ

めての試合だったり、残念ながら１回戦

敗退してしまった生徒もしっかり声を出

して、がんばっていたと思います。ま

た、次の大会に向けがんばらせたいと思

います。保護者の皆様、応援ありがとう

ございました。           (顧問：金山)

●サッカー部

予選リーグ

岩田 0-2 碩田 岩田 1-2 豊府

11人というギリギリの人数の中でした

が、最後まで諦めることなく熱い試合を

見せてくれました。２試合ともチームと

して粘り強い守りをみせ、少ないながら

もチャンスを作り出しましたが、攻守共

に最後の精度を欠き２連敗で予選リーグ

敗退となりました。お忙しい中送迎や応

援に来てくださった保護者の方々、大会

関係者の方々ありがとうございました。

次こそは１勝できるように日々の練習か

らがんばっていきます。 (顧問：増田)

●卓球部

団体戦 予選リーグ

岩田 0-3 神崎 岩田 1-3 豊府

岩田 0-3 坂ノ市

個人戦

永井：３回戦進出(ベスト32) 
足立：２回戦進出 

中学１年生は初めての試合、そして初

めての団体戦でした。練習試合を何度か

してきましたが、公式戦では緊張してい

るようでした。思うようなプレーが出せ

ないかなと思いましたが、試合の中に大

きく成長していき、全員が好プレーを

多々見せてくれました。今後の試合に向

けて、課題に取り組んでいきます。お忙

しい中、送迎や応援に来てくださった保

護者の方々、本当にありがとうございま

した。                   (顧問：西田)

●陸上部

中学１年生女子３名が100m、２年生女

子３名が100m・200mに出場しました。今

年はコロナウイルス感染予防のため１人

１種目のみの出場に変わり、初日のみの

参加となりました。中学１年生の小野が

100mで第１組２位の14秒67をマークし、

中学２年生の後藤が200mで全体８位入賞

となりました。他の選手も最後までねば

りましたが入賞はなりませんでした。お

忙しい中送迎や応援にお越しくださった

保護者の皆様ありがとうございました。           

(顧問：山下・坂井)

★中学大分県新人戦
●バスケットボール部

＜男子＞

１回戦 岩田 26-54 中津城北 

市の新人戦の時より“バスケ”らしく

なってきました。ディフェンスの考え方

を少し理解できるようになり、オフェン

スも自ら積極的にトライする姿勢がみら

れました。練習の中で先輩たちが中学

１・２年生に親身になってアドバイスを

してくれたおかげです。感謝しつつ、教

わったことを忘れずに日々の練習に取り

組んで貰いたいと思います。保護者の

方々のサポートに感謝です。

(顧問：野田)

＜女子＞

1回戦 岩田 23-58 別府中部 

市の新人戦の時から比べると、オフェ

ンス、ディフェンス共にできることが増

えました。また、積極的にいろんなプ

レーに挑戦する姿勢も見ることができま

した。しかし後半は走り負けてしまうの

が、チームの弱点です。短い練習時間の

中で、体力の向上と基本的なプレーの質

の向上をしていきます。保護者の方々の

サポートに感謝です。 (顧問：牧野)

●テニス部

＜男子＞

団体 ２回戦 岩田 0-2 臼杵西

ダブルス・シングル共によいプレーがた

くさんあったと思います。初戦で敗れて

しまい残念でしたが、自分たちの課題も

見つけることができ、次につながる大会

となったと思います。また日曜日に個人

戦があるのでそれに向けてがんばらせた

いと思います。保護者の皆様、応援あり

がとうございました。

個人戦(ダブルス) 

初戦敗退：二ノ宮(慶)・奥、高・二ノ宮

(雅)

２ペアとも相手のペースからはじま

り、途中挽回のチャンスがあったのです

が、取り切れず残念な結果となってしま

いました。力が上である相手と対戦する

ことで課題もみつかっているので、次に

つなげたいと思います。保護者の皆様、

応援ありがとうございました。

(顧問：金山)

●サッカー部

１回戦 岩田 2-1 別府北部

２回戦 岩田 0-2 ここのえ緑陽

サッカーを初めてまだ半年にも満たな

い生徒もいる中で、２試合とも全員で戦

い抜き１回戦では新チームでの公式戦初

勝利をあげることができました。２試合
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とも相手に主導権を握られる苦しい展開と

なりましたが、体を張ってゴールを守り、

少ないながらもカウンターからチャンスを

作ることができました。この大会を通して

チームとしても個人としても確実に成長で

きたと思いますが、さらに成長できるよう

に日々の練習から取り組んでいきます。大

会を運営してくださった関係者の皆さま、

応援してくださった保護者の皆さま本当に

ありがとうございました。                   

(顧問：増田)

★その他の大会や活動
●高校テニス部

★8/22～23 高校秋季選手権予選 

＜男子＞ 

本戦出場：安部・幸・薬師寺・山月 

パート決勝進出：木村 

２回戦進出：平川 

＜女子＞ 

パート決勝進出：香嶋・篠原 

暑さが厳しい中での試合となりました

が、今回初めて試合に臨む部員も含めて、

学校再開以降に各自が積み重ねてきた努力

が試合で少しずつ表現できる部員が増えて

きました。次の新人戦に向けてそれぞれの

目標を設定し、今後も意欲的・自発的に練

習にとりくんでほしいと思います。本戦出

場決定戦で本校の高２男子部員同士が対戦

する場面もありましたが、安部・幸・薬師

寺・山月くんの４名が、９月５日に佐伯市

総合運動公園テニスコートにて行われる本

戦出場権を獲得しました。そして、たくさ

んの保護者方が応援に駆けつけていただき

ました。いつもありがとうございます。

(顧問：川元)

★9/5  高校秋季選手権男子本戦

初戦敗退：山月 幸 安部 

２回戦進出：薬師寺

台風10号の影響が心配されましたが、蒸

し暑さを感じる中で本戦が行われました。

目の前の１ポイントをとるために、いろん

なことを考え、工夫し、粘りながらそれぞ

れが全力でプレーをしていました。それぞ

れの長所と短所を再確認できた試合でもあ

りましたので、成長すべき糧として次のス

テップに進んでほしいと思います。送迎・

応援をはじめ、様々な形でいつもサポート

していただいた保護者の方々、ありがとう

ございました。            (顧問：川元)

★10/17 高校新人戦

＜男子＞

１回戦 岩田 3-1 宇佐 

２回戦 岩田 0-3 別府翔青 (ベスト16) 
雨のために午前中はほぼ待機が続いた中

での今年度初の団体戦でした。初戦は緊張

からやや膠着した展開もありましたが、夏

以降の成長がみられる部分も増え、シング

ルス２本とダブルス１本を取って勝利する

ことができました。２回戦は第４シードの

別府翔青と対戦し、中盤までは接戦に持ち

込む展開もみられましたが、最後は突き放

されてしまいましたが、今年度の試合の中

では間違いなくベストゲームを見せてくれ

ました。この経験をいろんな場面で生かし

てほしいと思います。また、雨の中たくさ

んの保護者からいただいた手厚いサポート

にも感謝しています。 (顧問：川元)

＜女子＞

予選リーグ

岩田 2-1 昭和学園 岩田 1-2 大分鶴崎

雨のため11時過ぎに試合が始まりまし

た。昭和学園戦では、ダブルス(神田・山

田)も善戦しました。香嶋はよく拾ってタ

イブレイクに持ち込み、最後は粘り勝ちし

ました。篠原もミスが少なくきっちり勝っ

て，結果２勝１敗で勝ちました。大分鶴崎

戦では実力の差が出て完敗でしたが善戦し

ました。予選リーグ１勝２敗で決勝トーナ

メントには進出できませんでした。学園

祭、体育大会で練習も限られた時期でした

が、しっかりとした試合ができたと思いま

す。高２の神田と山田の２名は今回の大会

で引退となります。これまでの部活動の経

験をこれからの受験準備や生活に活かして

欲しいと思います。高１は、引き続き各自

の課題に取り組んでスキルの向上を目指し

て欲しいと思います。 (顧問：荒金)

●高校陸上部

★9/18～19 高校新人陸上競技大会

高校１年生男子(阿部一・濱﨑)が

100m、400m女子（甲斐・室）が100m、２

年生男子(姫野・山村・檜垣)が200m・

800m、女子(山内)が砲丸投げに出場しま

した。学園祭最終日とその翌日に大会があ

り、練習が出来ない中で臨んだ試合でし

た。出場した選手全員がベストを尽くし

て、最後まで善戦しましたが、惜しくも入

賞はなりませんでした。高２はほとんどの

生徒がこれで引退となります。今後は悔い

の残らないような受験勉強をしてもらいた

いと思います。保護者の皆様には、今年度

コロナウイルス感染防止のため応援が出来

ませんでしたが、日頃より部の活動に協力

して頂き誠に感謝しております。 

（顧問：山下・坂井）

●インターアクトクラブ

9/27(日)
8:30～10:30
参加部員29名
大分キャピタル

ロータリークラブ

より参加５名 

学校を出発して平和市民公園内及び行き

帰りの公道の清掃活動を行いました。 

８月の裏川清掃に続いて２回目の清掃活動

でしたが、高２を中心に、また、高３も２

名参加し、みんなで一生懸命ゴミを拾って

いました。今後も学校周辺を中心に定期的

に続けていきます。送迎等保護者の皆様の

ご協力・応援に感謝いたします。

(顧問：辰口)

学園だより

高校県総体より
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学園祭DVDのお知らせ 総務主任 矢野裕美子

【第38回学園祭 DVD/BD】

今年度も、学園祭・体育大会のDVDおよびBDを保護者

会で制作いたします。

価格につきましては、今までの例では

体育大会：DVD ￥3,300 BD ￥3,700
学園祭 ：DVD ￥3,500   BD ￥4,000

が上限のようです。

正確な金額が決まり次第、追って御連絡します。

なお、今回はＢＬＥＮＤのアンケート機能を使って、

ご注文を受け付けています。学園祭と体育大会を別々

に、またそれぞれDVDとBDに分けて注文して下さい。締切

は11/2(月)です。YouTubeで『岩田学園 学園祭』で検

索して頂くと、『学園祭ダイジェスト』の動画をご覧頂

けます。※ダイジェストですので、全てのクラスが出て

はいませんが、販売するDVD/BDでは全てのクラスを見

ることができます。

学園だより

10月３日（土）、第１回入試説明会が実施さ

れ、多くの受験生と保護者の方にお越しい

ただきました。

説明会では、中学入試傾向の変更や各教

科からの出題ポイント説明を、熱心にメモを

取る保護者の姿が多く見られました。

●第２回入試説明会

11月８日（日）午前11時～

※10時35分～公開授業（生徒登校日）

※事前の申し込みは不要です。

※駐車場はグラウンドをご利用下さい。

▼中学校 ～４号館２Ｆ大講義室～

１ 開会の言葉

２ 校長あいさつ

３ 学校説明

４ 事務局より（募集要項等の説明）

５ 中学入試各教科の出題ポイント

６  質疑応答

７ 閉会の言葉

▼高校 ～４号館３Ｆ中講義室～

１ 開会の言葉

２ 理事長あいさつ

３ コース主任からの説明

４ ＡＰＵ学生からの報告（本校卒業生）

５ ＡＰＵ・立命館の魅力（ＡＰＵ職員）

６ 募集要項等の説明

７ 推薦・一般入試の出題ポイント

８  質疑応答

９ 閉会の言葉

～～～～～ 入 試 日 程 ～～～～～

◆中学入試

１月 ４日（月） 試験（国・理・社・算）

１月 ６日（水）  合格発表

◆高校入試

１月１9日（火）  推薦 ※同日発表

２月  ４日（木）  一般・前期 ※同日発表

３月 20日（土）  一般・後期 ※同日発表

入試説明会のご案内 総務主任 矢野裕美子

インフルエンザワクチン接種について
例年、実施しておりましたインフルエンザワクチン接種です

が、学校医の福光先生と相談し、今年度はコロナ禍での特例とい

うことで、６年生・１～５年寮生のみの接種となりました。

１～５年生の通学生で接種されたい方は、各ご家庭でかかりつけ

医にて接種していただきますようお願い致します。福光医院で接

種されたい方は、お電話でのご予約をお願いいたします。お電話

の際に岩田生であることをお伝えしてもらえるとご予約がスムー

ズです。どうぞご理解・ご協力お願いいたします。

福光医院

場所：大分市大字下郡1854-1

電話：568-0070

体育大会におけるコロナ対策ご協力お礼
先日、実施されました体育大会では、検温・消毒・リストバン

ド着用など、コロナ対策へのご協力ありがとうございました。お

かげさまで無事に体育大会を実施することができました。今後と

もよろしくお願いいたします。

ほけんしつより 養護教諭 野村めぐみ

６年生・寮生

場所：保健室

対象：希望者

＊BLENDにて希望アンケートを

実施します。

料金：3,000円

＊徴収金で徴収します。

コロナ禍での

学園祭および体育大会

開催へのご協力、

ありがとうございました。


