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  第  第2929回学園祭を終えて回学園祭を終えて       生徒会担当 河野智治 

 本校で一番大きな行事である学園祭は、

県内でも最大規模のものとして広く知られ

ています。歴代の回生が築きあげてきた伝

統を引き継いで成功させるため、今年度は

２５回生が中心となり全校生徒を牽引して

くれました。テーマは『瞬 とき ～乗り

越えた その先に』です。このテーマに

は、『一生に一度しかない今を大切にした

い、「瞬」が経っても忘れないような最高

の学園祭にしたい』という思いが込められ

ています。準備期間から、先輩が下級生の

教室に足を運んでアドバイスをする姿。お

笑いのネタのアイディアを出し合う姿。展

示作品の完成に向け、ひたむきに制作作業

に取り組む姿。廊下を通るとき教室から

は、踊りや劇の練習に取り組む姿がありま

した。どこからともなく響き渡る合唱の歌

声や発声練習。皆がかけがえのないこの瞬

（とき）を駆け抜けていました。何より、労

を惜しまず学園祭運営に貢献した高校生の

姿やつらい練習を頑張り抜いた応援団の姿

は、全校生徒にとって大きな勇気となった

に違いありません。今年の学園祭は天候に

悩まされましたが、生徒たちは逆境にくじ

けることなく幾多の壁を乗り越えました。

執行部・学園祭スタッフ・体育大会実行委

員を中心とする生徒たちは、この実施期間

中にさらに大きな成長を遂げることができ

ました。自分が大変なときも仲間を気遣う

姿は、見る者の胸を熱くしました。ときに

は最高のパフォーマンスを目指すが故にぶ

つかり合うこともありました。一所懸命さ

が過ぎてつまずき涙することもありまし

た。そして次第に一枚岩となり逞しく成長

した生徒たちは、岩田学園祭の歴史にすば

らしい瞬（とき）を刻んでくれました。学園

祭を終えた向こうに彼らには今なにが見え

ているのでしょう。この学園祭で何気ない

一瞬をかけがえのない一瞬に変えることの

できた岩田生、これから先もひとつひとつ

の瞬（とき）を大切にしてくれることを

願っています。 

 

『 瞬 とき ～乗り越えた その先に 』 
 
この場をお借りし、生徒たちの努力や願い

に深いご理解ご支援をいただきました関係

の皆様方に厚く御礼申し上げます。保護者

の方、ご来場された方、地域の方、職員の

先生方、誠にありがとうございました。 
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生徒会長 南 龍太君↑ 

高２演劇「真夏のサンタクロース」2011.9.22. 
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9月17日(土)、第29回学園祭が始まりまし

た。今年のテーマは『瞬（とき）乗り越え

た、その先に～』です。「かけがえのない

一瞬一瞬を大切にしよう」「一生に一度し

かない今、仲間とともに笑い合い、苦労を

分かち合う何気ない一瞬、『瞬』が終わっ

ても忘れないようなものとしよう」という

思いが込められています。開会式では生徒

会副会長の金田雅祐子さんの力強い開会宣

言の後、成瀬輝一校長と南龍太生徒会長の

挨拶がありました。 

また、今年のオー プニングセレモニーでは

生徒会役員がテーマとなる“瞬”への思い

を劇にしたものを演じ、観客となった生徒

から大きな拍手を受けました。 

初日はこのあと例年通り体育館では学園発

台風１５号が沖縄近海に停滞し開催が危ぶまれ

る中、第２９回体育大会は予定どおりに実施さ

れました。朝方雨はやんでいたものの午後２時

前後に大雨を降らす雨雲が接近する予報が出

ていましたので、午後１時半には閉会できる雨

天用プログラムに変更されました。そのため競

技は午前午後の競技を昼休みなしで行う強行

軍となりました。 

開会式では入場行進の後、南軍団長南龍太

（高２）君と北軍団長高江シンラ（高２）君によっ

て力強い選手宣誓が行われ、大会は始まりまし

た。今年のテーマは『極戦』。戦いを極め、両軍

真剣勝負を誓いました。 

本校の体育大会で例年不便をかけていたの

が、保護者用駐車場です。保護者用駐車場は

弁天大橋右岸駐車場となっており本校から

1.5km、徒歩で約20分もかかります。そこで今年

から保護者会が岩田と駐車場を結ぶシャトルバ

スを運行することになりました。シャトルバスはた

いへん好評で多くの保護者が利用しました。 

競技は雪辱に燃える北軍が前半はリードを許し

たものの後半に逆転し、２年ぶりの優勝を果たし

ました。途中小雨に見舞われることもありました

が、全プログラムを無事終了することができまし

た。幸運にも競技が終了し、家族と昼食を取っ

ているとき予報どおりの大雨となりました。無事

開催できて本当によかったです。ちなみに本校

の体育大会は開校以来一度も延期となったこと

はありません。ここでも伝統の力を発揮したので

しょうか？ 

学園祭４日目、大分市は午前９時から１時間の

降水量が70mmを超す記録的な豪雨となりまし

た。ＪＲに運転見合わせの区間がでたり、道路も

通行止めの箇所が多数でました。しかし、この

日は生徒がもっとも楽しみにしていたイベントが

多数行われる予定となっていたので、「生徒は

安全第一に考え、決して無理をしないで登校す

ること。交通機関の乱れによる遅刻・欠席は回

数に入れない」「午後から雨脚が弱まる予報が

出ているので、本日は15時一斉下校とし、それ

【第１日 9/17・土】 〔午前〕準備 

   〔午後〕開会行事・オープニングセレモニー・学園発表 

【第３日 9/19・月】 第２９回体育大会 テーマ『極戦』 

【第４日 9/20・火】 午前（校内）：岩田ライブ・のどぢまん・公開クラス展示 

   午後（校内）：イベントステージ・模擬店・バザー・茶席 
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閉会式生徒会長挨拶  南 龍太 

『瞬（とき）～乗り越えたその先に』かけがえのな

い一瞬一瞬を大切にしたいという思いが込めら

れた今年の学園祭テーマ。そしてその学園祭

が今終わろうとしています。みなさんは乗り越え

たその先には何がありましたか。僕は今満足感

と達成感が満ちあふれています。 

 みんなで最高の学園祭をつくるんだという大

きな期待の中で、少しずつ進められた学園祭

準備。しかし、その大きな期待の裏側には、常

に不安がありました。今年は場所やスケジュー

ルが例年と違ったり、その上、連日の雨などに

も悩まされました。また、何度も何度も仲間同士

で衝突したり、仲間同士の意見が合わず、予定

どおり作業が進まなかったりすることもありまし

た。しかし、今、僕はここに立って、学園祭は大

成功したと確信しています。 

 全校の生徒のみなさん、この学園祭でいろい

ろな壁にぶつかり、悩み、それぞれの形で、そ

の壁を乗り越え、いろいろな瞬（とき）を過ごし、

何かに気づき、必ず成長したと思います。 

 今年の学園祭を通して、気づいたことがありま

す。自分では、ちっぽけで何もできませんでし

た。しかし、ちっぽけな自分のまわりには２５回

生という最高の仲間がいつもいてくれました。自

分は２５回生の一員になれて本当に幸せでし

た。ありがとうございました。 

 この成功まで導いてくれたのは、保護者の

方々、先生方、学園祭スタッフのみんな、そし

て何よりも岩田生みんなのお陰です。こんなだ

らしない生徒会長を中心として、学園祭を作り

上げて、成功まで導いて頂き、本校に本当に感

謝しています。今いる岩田生みんなが大切な大

切な仲間です。この大切な仲間と過ごせたす

ばらしい瞬（とき）は、かけがえのない宝物で

す。 

 本当にありがとうございました。 
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クラス展示 
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岩田生の主張 

最優秀： 

 ４年 矢野璃旺菜  

優秀： 

 ５年 園田繁之  
 

 

 

ナイスキャラ賞 

中１：ラヒミアン 

・ベラード 
中２：原桃太郎 
中３：岡田将吾 
高１：三浦孝洋 

高２：後藤峻大 
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２５回生の集大成！ 

高２演劇『真夏のサンタクロース』 

学園祭５日目。午前中は書道部のパフォー

マンスや歴史研究部の研究発表、寮生発表

が行われました。午後からは会場をオアシ

スタワー『音の泉ホール』に移し“芸能

祭”が開幕しました。昨年、芸術会館はア

スベスト騒ぎがあり閉館となりましたの

で、少し遠くなりますが芸術鑑賞会などで

利用した音の泉ホールを会場としました。 

音の泉ホールで行う発表を “芸能祭”と

岩田生は呼んでいます。芸能祭初日は全国

ギターコンクールで優秀賞を獲得したギ

ター部の演奏をはじめ、ＥＳＳやクラス毎

の研究発表またはパフォーマンスが行われ

ました。この日のために一生懸命練習して

息の合ったダンスや日頃見過ごしがちなこ

とを研究テーマにした発表など、多彩な出

し物の競演となりました。 

会場には平日であるのにもかかわらずたく

さんの保護者が訪れ、保護者席はほぼ満員

となりました。 

６日間にわたった学園祭もいよいよこの日

が最終日となりました。 

最終日も音の泉ホールで行われました。は

じめに各学年の予選を勝ち抜いた生徒によ

る弁論大会『岩田生の主張』がありまし

た。最優秀となった矢野璃旺菜さんの

「Mother」は自分の境遇と母を思う気持ち

を語り、弁論が終わってもしばらく拍手が

鳴りやまぬほどの感動を生徒に与えまし

た。また今年は東北大震災のことや自分の

将来のことなど、たいへんレベルが高い弁

論大会となりました。 

最後は高校２年生による演劇です。本校に

は演劇部はありませんが、高校２年生が力

を合わせて学園祭の最終日１時間を超える

大作に挑みます。今年は高校演劇の題材を

もとに高２の宮本美音さんと立川先生が書

き上げた『真夏のサンタクロース』です。 

本校の演劇は１回生からの伝統となってい

ますが演技をする生徒のほか、大道具・小

道具、音響や照明、衣装や 台本・ポス

ターの作成などすべて生徒の手作りです。

演劇を行うことによって学年の団結や達成

感を味わうことができるのです。今年の作

品は笑いあり感動ありのすばらしい作品

で、最後には思わず涙を拭う生徒・保護

者・職員でした。 

演劇のあとはいよいよフィナーレの閉会

式。式では各賞の発表、生徒会長挨拶、そ

して最後に全校生徒が肩を組み校歌の大合

唱です。感動で泣きじゃくる生徒も多数い

ました。 

今年も生徒たちに大きな感動を残して６日

間の学園祭は終了しました。本校では学園

祭を通じて望ましい人間関係を形成し、集

団への所属感や連帯感を深め、互いに協力

し合いよりよい学校生活を送っていこうと

する自主的、実践的な態度や健全な態度を

育てることを目的としています。この学園

祭に協力していただいた保護者の皆さん、

関係団体の方々、学校周辺の岩田町・南津

留の方々に深く感謝いたします。 

【第５日 9/20・水】 午前（校内）：部活発表①・片付け・移動 

   午後（音の泉ホール）：文芸発表・部活動発表②」 

【第６日 9/21・木】 午前（音の泉ホール）：岩田生の主張・演劇（５年） 

までに各イベントは終了させ終礼を行う」指示が

出されました。 

やむなく野外で行われる予定のイベントステー

ジは体育館に移動し、バザーも大講義室に移

動しました。各種模擬店は渡り廊下と３号館で

行われましたが、狭いことも手伝って各イベント

大にぎわいとなりました。体育館ではクイズ大

会・岩田ライブ・のど自慢・大抽選大会、各教室

ではクラス展示、また食堂では茶席が行われ新

入生は茶道を体験しました。 

また、この日は生徒は私服登校許可日でもあり

ます。これはイベントなどに参加すると衣服が汚

れるが、前日が体育大会であるため体操服も洗

濯中…ということ で、学校は華美にならない服

装という条件でこの日のみ許可をしています。

学園祭オリジナルのＴシャツやポロシャツを着た

生徒が学園祭を盛り上げていました。 

学園祭結果学園祭結果  



★私立高等学校体育大会 
 

○女子バレー部 

   岩田 ０－２ 昭和学園 

   岩田 ０－２ 楊志館  

2試合共に敗れましたが楊志館には20点以

上を得点し接戦となりました。技術的に

はまだまだですが次に繋がる試合だった

と思います。結果は出せませんでしたが

応援頂いた先生方には感謝しておりま

す。（顧問：岡邊） 

 

○硬式テニス（男子） 

 団体戦   

   岩田 ０－３ 福徳 

   岩田 ０－３ 昭和学園 

   岩田 ２－１ 日本文理大 

  （予選リーグ第３位）  

団体メンバー６人と応援８人の総力戦で

挑みました。福徳・昭和はランキング上

位の選手がいるチームでしたので、おさ

れる展開が多く、厳しい戦いでした。善

戦するポイントもあったのですが、ゲー

ムを決める勝負のポイントがつかめませ

んでした。この団体戦が10月の新人戦に

つながる貴重な経験とするためにも、男

子部員全員でお互いにレベルＵＰしてい

きたいと思います。（顧問：川元） 

 

○硬式テニス（女子） 

 団体戦 

   岩田 １－２ 楊志館 

   岩田 ０－３ 大分東明 

   岩田 ０－３ 福徳学院  

   岩田 ０－３ 昭和学園  

強豪校の福徳学院・大分東明との試合は

なかなか厳しい結果となりました。楊志

館・昭和学園との試合は敗れましたが、

前者２校よりはゲーム数も取れ、充実し

た試合になっていたと思います。 

（顧問：坂井）  

 

○ソフトテニス（女子） 

 団体戦  

   岩田 ０－３ 明豊 

   岩田 ０－３ 楊志館 

   岩田 ３－０ 東九州龍谷 

    （団体第３位） 

 個人戦  ２ペア出場１回戦敗退  

１年生のみのチームで挑みました。他校

は２年生以上が多かった中で向かってい

く気持ちで挑むことができました。しか

し、大事なポイントで点を取れるように

試合を意識した練習をしていきたいと思

います。（顧問：松永） 

 

○バスケットボール（女子） 

１回戦 岩田 ３６－７８ 大分東明  

準優勝の大分東明に惨敗しました。課題

がたくさんできました。若いチームなの

で、これから一つ一つ経験積んで克服し

ていかせたいと思います。（顧問：野田） 

 

○ラグビー部 

   岩田 ０－２２ 昭和学園 

   岩田 ０－３１ 東明 

   岩田 ７－３１ 日本文理大附属  

15人制の大会でしたが、本校は部員が足

りないため、14人（第２試合からは13
人）の変則的な形で試合を組みました。

普段やっている10人制とは段違いのスク

ラムの重量感、ディフェンスの人数の多

さに苦しみましたが、最後の最後に意地

のトライ＆コンバージョンを決めること

ができました。補欠なし、故障持ち数人

の薄氷を踏むような選手起用でしたが、

大きなケガ人もなく帰途に着くことがで

きました。（顧問：立川） 

 

○卓球 

 団体戦（人数不足のためオープン参加） 

 ７戦全敗  

 個人戦 ダブルス 

５年麻生、時枝組 初戦敗退  

    ジングルス 

５年麻生、三股 初戦敗退。  

      ５年時枝 ３回戦敗退 

秋季大会に向けて、各自の課題を設定さ

せて頑張らせたいと思います。 

（顧問：荒金） 

 

○サッカー部 

１回戦 岩田 ０－５ 大分東明  

全てにおいてまだまだのチーム。今後の

練習を如何に取り組むかが課題の段階な

ので気長に指導していきたい。 

（顧問：野村） 

 

○剣道部 

 団体戦：７校リーグ戦（１勝５敗）６位  

 個人戦：１年 神崎、甲斐 ２回戦敗退  

「生活即ち（＝）剣道」学生としての本

分を全うしつつ新人戦に向け頑張らせま

す。（顧問：阿部） 

 

 

 

 

★高校女子バスケ部 

平成23年度大分県高等学校バスケットボール１年生大会  
２回戦 岩田 ７１－３７ 津久見 

準決勝 岩田 ５１－７５  情報科学 

       （第３位）  

１回戦で大分西に勝った津久見に快勝。

準決勝では県体で惨敗した情報科学に、

前半は7点差で折り返すものの、後半突き

放されました。2試合とも内容的にはまだ

まだ改善しなければならない点が数多く

みつかりました。（顧問：野田） 

 

★高校陸上部 

九州選手権＜宮崎総合運動公園＞  

【一般男子２００Ｍ】４の２ 佐藤雅  

5月の大分県選手権大会で出場権を獲得、

今回初めて大会に出場しました。この大

会の入賞者には日本選手権大会の出場権

が与えられる大会でもあり、高１の佐藤

選手は大学生・社会人など強豪を相手に

ベストを尽くしましたが決勝進出はなり

ませんでした。今回の貴重な経験を９月

の県新人戦にぜひ活かしてもらいたいと

思います。（顧問：上久保） 

大分県高校新人陸上 

【男子三段跳】５の１姫野衛＜第１位＞  

【男子１００Ｍ】５の１姫野衛＜第６位＞  

       ４の２佐藤雅＜第８位＞  

学園祭期間中の大会でしたが両名共に健

闘し、姫野選手は１０月の九州大会の出

場権を獲得しました。陸上のシーズンは

まもなく終わりますが、これからも地道

な練習を通して基礎体力を強化してもら

いたいと思います。（顧問：上久保） 

 

★高校硬式テニス部 

秋季シングルス選手権 大分支部予選  

予選突破者 計５名  

 男子：高１ 佐藤瑛祐 

    高２ 生野達也 麻生政樹  

 女子：高１ 松田流華 衛藤美季  

以上５名は、９月10日に行われる本大会

（男子：大洲会場、女子：日田会場）に

出場することになりました。  

夏の練習や合宿、そして私学大会を経

て、今年の夏のひとつの大きな目標で

あったこの大会で、男女各部員が成長し

た姿をみせてくれました。まだまだ満足

できる結果ではありませんが、コツコツ

と努力してきたことが少しずつ実を結び

はじめています。残念ながら本戦出場が

叶わなかった部員も本戦に出場する部員

も、学習を含めた日々の生活をより充

実・安定させ、自ら目標設定しながら常

に行動できるよう、これからもがんばら

せたいと思います。（顧問：川元） 

秋季シングルス選手権 県大会  

＜男子＞ １回戦：麻生政樹・佐藤瑛祐    

     ２回戦：生野達也  

この県大会に出場することも大変でした

が、この県大会で試合をすることでさら

に成長するキッカケをつかめたのではな

いでしょうか。まだまだできること、で

きなければいけないことがたくさんあり

ます。部員全員でがんばりたいと思いま

す。（顧問：川元） 

＜女子＞ １回戦：松田流華 

     ２回戦：衛藤美季  

暑い天候の中、最後までがんばっていま

した。これからも各自の課題を意識しつ

ついきたいと思います。（顧問：坂井） 

７～９月部活動の結果報告   特活主任 野村哲也 



 

大学指定校推薦について    進路指導主任 三浦準一 

 今回は、２０１２年度入試の指定校推薦についてご報告いたします。今年も例年と同じく、多くの大学から指定校推薦のご依頼をいた

だき、その総数は２５０名を超えました。これは本校の実績が多くの大学で高い評価を受けている証拠であり、卒業生たちの頑張り

の証です。昨年との比較としては、早稲田大学では先進理工学部がなくなる一方で、新たに文学部からの依頼が届きました。また、

津田塾大学から初めて依頼を受けました。推薦者に選ばれるには、学業成績はもちろんのこと、部活動や生徒会活動などといった特

別活動の実績が重視される傾向にあります。また、服装や遅刻・欠席など日頃の生活態度や授業中の様子なども、推薦の際の重要な

ポイントとなります。 

大学名 学部・学科 おもな基準 選抜方法 願書提出日 

早稲田  
   
      

法 全体4.3以上または，全体3.9以上かつ英数国で4.5以上または， 

五教科4.0以上かつ全国大会に出場 ※欠席40日以内 

課題文・面接 11/ 1(火)～11/ 7(月) 

政経 経済 
  

全体4.3以上または，全体4.0以上かつ英数で4.5以上 

 ※欠席40日以内 

書類審査面接 
  

11/ 1(火)～11/ 4(金) 
  

商 全体4.3以上 ※欠席40日以内，ｾﾝﾀｰ試験英Ｌ・国・数IAを受験 小論文・面接,書類審査 11/ 1(火)～11/ 4(金) 

文     全体4.0以上 ※欠席40日以内 書類審査 11/ 1(火)～11/ 4(金) 
基幹理工 全体4.0以上 数学ⅢC物理ⅠⅡ化学ⅠⅡ履修 書類審査面接 11/ 1(火)～11/10(木) 

東京理科   理 数学 全体4.0以上かつ数理英が4.0以上他 書類審査面接 11/ 1(火)～11/ 5(土) 
明治       文 ドイツ文 全体3.8以上      書類審査面接 10/31(月)～11/ 4(金) 

文 アジア史 全体3.8以上      書類審査面接 10/31(月)～11/ 4(金) 
理工 機械情報工 全体3.8以上 物理Ⅰ・Ⅱ履修 面接・小論文 10/31(月)～11/ 4(金) 
経営 全体4.0以上(付加条件あり) 小論文･面接 11/ 1(火)～11/ 4(金) 

法政 経営 経営(変更可) 全体4.0以上 集団面接・ｵﾘｴﾝ 10/27(木)～11/ 2(水) 
中央 
 
     
         
    

法 法律 全体4.2以上かつ英4.2以上または，全体4.0以上かつ英数国の内２教

科が4.2以上 

講義理解力試験 10/26(水)～11/ 1(火) 

法 国際企業関係法 全体4.0以上かつ付加条件あり 講義理解力試験 10/26(水)～11/ 1(火) 
経済  
  

全体4.0以上かつ英4.0以上または,全体3.5以上かつ英3.8以上(付加条

件あり) 
書類審査面接 
  

10/26(水)～11/ 1(火)     

商       
  

ﾌﾚｯｸｽｺｰｽ全体4.0以上かつ英4.0以上 
ﾌﾚｯｸｽｺｰｽＰ１全体4.3以上英語4.3以上 

面接 
面接･英語 

10/26(水)～11/ 1(火) 
  

理工 数学を除く 全体3.8以上(付加条件あり履修科目) 論文･面接 10/26(水)～11/ 1(火) 
北里   医       全体4.0以上 適性検査・論文･面接 11/ 1(火)～11/ 7(月) 
日本 理工 ２名(１以上) 科による3.4～4.0以上 小論文・面接 11/ 4(金)～11/10(木) 
日本女子 文 英文 英･国･(地歴,公,理科,数から１)３教科平均4.0以上かつ英語4.0以上 欠席30日 面接・小論文 11/ 1(火)～11/ 7(月) 

理 物質生物科 数学･理科･英語の３教科平均4.0以上,(化学IIまたは生物IIを履修) 欠席30日 面接・小論文 11/ 1(火)～11/ 7(月) 

津田塾 
  

英文 
  

全体4.0以上または，英国数もしくは英国社の平均4.3以上 

 ※欠席40日以内 

書類審査面接 
  

11/ 1(火)～11/11(金) 
  

明治学院 国際 国際     全体3.8以上      面接    10/24(月)～11/ 2(水) 
学習院 文(哲,日,独,仏) 全体4.0以上かつ英国4.0以上かつ英国の合計8.2以上 書類審査のみ 11/ 1(火)～11/ 4(金) 

東京歯科 歯 全体4.0以上かつ英数理の平均4.0以上,欠席20日以内 小論文・面接小テスト 11/ 1(火)～11/ 8(火) 

専修     経営 経営 全体4.0以上かつ英4.0以上 書類審査 11/ 1(火)～11/ 4(金) 
商(学科は希望可) 全体3.8以上 書類審査 11/ 1(火)～11/ 4(金) 
人文･ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ 全体4.0以上かつ英国4.0以上 書類審査 11/ 1(火)～11/ 4(金) 

東京都市     工学・知識工 ３名 数ⅢＣ,物理･化学Ⅰ･Ⅱ履修 書類審査面接 10/21(金)～10/27(木) 
環境情報    特になし 書類審査面接 10/21(金)～10/27(木) 
都市生活    特になし 書類審査面接 10/21(金)～10/27(木) 

玉川    
      

農 生物資源 全体3.8以上または，全体3.5以上かつ 書類審査面接   10/27(木)～11/ 1(火)   

農 生命化 理・英3.8以上(付加条件あり) 
経営 国際経営 
  

全体3.8以上または，全体3.5以上かつ国･英･地歴または公民3.8以上

(付加条件あり) 
書類審査面接 
  

10/27(木)～11/ 1(火) 
  

教育 教育 全体4.0以上または，全体3.8以上かつ 10/27(木)～11/ 1(火)   

教育 乳幼児発達 国・数・英3.5以上(付加条件あり) 
関西学院 人間福祉 人間科学 全体3.5以上 書類審査面接 11/ 4(金)～11/11(金) 
京都女子 文(国文,英文,史) 全体3.8以上 書類審査面接 10/28(金)～11/11(金) 
同志社 理工 ｴﾈﾙｷﾞｰ機械工 英,数,物,化で各4.0以上 書類審査面接 10/21(金)～11/ 1(火) 
立命館       理工     ５名 全体3.6以上(付加条件あり)      書類審査面接 11/ 1(火)～11/ 7(月) 

情報理工   ４名 全体3.6以上(付加条件あり)  書類審査のみ 11/ 1(火)～11/ 7(月) 
生命科学   １名 全体3.6以上かつ数理3.8以上 書類審査のみ 11/ 1(火)～11/ 7(月) 
薬       １名 (付加条件あり) 書類審査のみ 11/ 1(火)～11/ 7(月) 

立命館ｱｼﾞｱ太

平洋     
ｱｼﾞｱ太平洋または  
国際経営学部 ３名 

全体3.2以上または，全体3.0以上かつ英検２級以上， 

(付加条件あり) 
書類審査のみ 
  

11/ 1(火)～11/ 9(水) 
  

書類審査面接   



【その他の指定校推薦大学】 

その他…千歳科学技術大(総合光１)，いわき明星大(科学技術複数名・人文複数名・薬１)，獨協大(外国語１・経済２)，日本薬科大

(薬１)，秀明大(総合経営２・英語情報２・観光ビジネス２・学校教師制限なし)，聖徳大(児童３・心理２・人文２・人間栄養１・

音楽１)，千葉科学大(薬１・危機管理１)，千葉経済大(経済３)，千葉工業大(合計２)，共立女子大(家政 ﾃﾞｻﾞｲﾝ１)，拓殖大(国際

１)，東京経済大(経済１・経営１)，東京工科大(メディア２・コンピュータ３)，東京電機大(未来科学２・情報環境１・理工２・工

１)，東京薬科大(生命科学２)，東洋学園大(人文２・現代経営１)，日本歯科大(生命歯１)，日本文化大(法３)，立正大(地球環境科

学１)，神奈川歯科大(若干名)，関東学院大(工２)，鶴見大(歯１)，横浜薬科大(薬１)，日本歯科大(新潟生命歯１)，北陸大(薬１・

未来創造１)，山梨英和大(人間文化２)，山梨学院大(法２・現代ビジネス１・経営情報１)，松本歯科大(歯２)，朝日大(歯２)，静

岡産業大(経営１・情報１)，愛知学院大(経営１・現代企業１)，愛知工業大(工１・経営１・情報科学１)，京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大(英語

英文３・人間文化２・生活福祉文化３・心理学各専攻２)，大阪経済法科大(経済２・法２)，太成学院大(人間15・経営５・看護

１)，神戸夙川学院(観光１・吹奏１)，岡山学院大(人間生活１)，吉備国際大(合計13)，就実大(薬２)，倉敷芸術科学大(生命医科

１)，福山大(経済・人間文化・工・生命工・薬合計５)，宇部フロンティア大(保育学・食物栄養若干名)，山口東京理科大(工３)，

徳島文理大(人間生活１・薬１・理工１)，松山大 (薬１)，九州情報大(経営情報若干名)，久留米大(法・国際政治１)，西南女学院

大(英語１・観光２)，第一薬科大(薬１)，福岡歯科大(歯１)，福岡女学院(人文・人間関係１)，活水女子大(生活デザイン・子ども

各若干名)，長崎ウエスレヤン大(現代社会３)，長崎国際大(国際観光２・社会福祉２・薬１)，西九州大(社会福祉１)，九州ルー

テール学院(人文・心理臨床１)，崇城大(工・情報・生物生命各若干名)，日本文理大(経営経済・工３)，別府大(国際言語１・人間

１・食物栄養１・発酵食品１)，九州保健福祉大(社会福祉６・保健科学４・薬２・動物生命薬科学２)，南九州大(環境園芸・健康栄

養若干名)   

総務より～保護者会主催事業について～       総務主任 成松 茂 

○「真夏の寺子屋」アンケート集計 

 この夏行われた保護者会主催学習支援事

業「真夏の寺子屋」では，中１～高２であ

わせて１８０名の参加者がありましたが，こ

のうち８月９日に参加した１０４名の生徒に

アンケートを実施しました。質問項目のう

ち「真夏の寺子屋に参加してよかったです

か」という質問では，８９名の生徒が「よ

かった」と回答しています。また「来年も

参加したいですか」という質問には， 中

１～高１の参加者のうち６８名が「参加した

い」と回答しています。学習監督を引き受

けてくれた卒業生からは，「全員私語をせ

ず集中して自習していた。自分の高校生時

代を振り返ると頭がさがる思いです。」と

か「質問に答えて理解してもらえたときの

喜びを感じることが出来た」などの感想が

あがっています。 

○シャトルバスについて 

  ９月１９日（月）に体育大会が行われまし

た。当日は台風１５号の接近でぎりぎりまで

実施が危ぶまれましたが，「岩田の体育大

会は前日どんな悪天候でも中止にならな

い」というジンクス通り，競技プログラム

の変更はありましたが，なんとか延期せず

に体育大会を実施することが出来ました。

今回は保護者会による初の試みとして，駐

車場である大分川の河川敷から学校までの

区間でシャトルバスを運行しましたが，約

２５０名の利用者がありました。なお，シャ

トルバスを運行した効果で駐車場を利用さ

れる方が例年より大幅に増えたため，駐車

スペースが足りなくなり，やむを得ず駐車

をお断りした方がいらっしゃいました。駐

車場をご利用できなかった保護者の方に対

しましては，この場をお借りして深くお詫

び申し上げます。 

○学園祭ビデオ販売のお知らせ 

 この度保護者会の事業で、学園祭の様子

を実施日毎に納めたＤＶＤまたはブルーレ

イを販売いたします。２日目の体育大会リ

ハーサルを除く５枚組となっています。 

お子様のよき思い出の記録として、また来

校できなかった保護者の皆さまには、学園

祭期間中の生き生きとした生徒の様子をこ

のビデオで是非ご覧ください。 

事業主：岩田学園保護者会 

事業費：８４万円（マスター制作費） 

１組あたりのダビング費がＤＶＤ

８４０円、ブルーレイ１，２６０円、印

刷等経費１組あたり１００円 

制 作：ＯＢＳメディア２１ 

価 格：販売枚数によって変わります。詳しく

は案内チラシをご覧ください。 

 

申込み〆切り：１０月１１日（火） 

  中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 合計 

思う 36 12 16 15 10 89 

思わない 0 1 0 1 0 2 

よくわからない 1 3 4 2 2 12 

質問１ 「真夏の寺子屋」に参加してよかったと思いますか？ 

質問１で「思う」と答えた理由    

・宿題が早く済んだ（５８名） 

・自宅で勉強するより集中できた（５８名） 

・分からなかった問題が解けるようになった（１５名）  

・監督した先輩の教え方が上手だった（１７名）  

（その他）      

・先輩に進路相談をして，大学が身近なものとして考えることが出来た 

・先輩に岩田時代の話や予習・復習のしかた等色々教えてもらった 

質問２ 来年も「真夏の寺子屋」を行うとしたら，参加したいですか？ 

  中１ 中２ 中３ 高１ 合計 

参加したい 27 9 14 13 63 

参加したくない 0 0 2 0 2 

よくわからない 10 7 4 5 26 

『
真
夏
の
寺
子
屋
』
で
学
習

指
導
を
し
て
く
れ
た
卒
業
生 



養護教諭 野村めぐみ 

 秋の気配を感じる季節となり、保健室で

は体調不良のお子様が急増しています。 

特に咳・鼻水などの風邪症状のお子様が多

くみられます。睡眠・栄養・休養をしっか

りとって体調を整えてくださいね。 

 

インフルエンザワクチン接種に関するお知らせ 

 今年度も学校医・福光先生のご厚意でイ

ンフルエンザワクチン接種を学校にて実施

することになりました。 

 各クラスでお知らせプリントを配布しま

すので、希望される方は申込用紙をクラス

担任まで提出してください。詳細が決定次

第、希望者には再度お知らせプリントを配

布します。 

 期日：平成２３年１０月～１１月 

＊希望者の人数により日時が決定し

ます。 

＊６年生から実施します。 

 対象：１～６年生の希望者 

 場所：保健室 

 費用：未定（昨年度3.600円） 

  医療機関：福光医院 

子宮頸ガン予防ワクチン２回目に 

関するお知らせ（４年生） 

 ４年生の子宮頸ガン予防ワクチンを以下

の通り実施します。 

 よろしくお願いします。  

  日時：平成２３年１０月１１日（月）１２：４０～ 

 医療機関：福光医院 

  持参物：予診票・母子手帳 

（母子手帳がない方は接種済証） 

生徒指導部より       生徒指導主任 楠田克彦 

今月より冬服更衣になりました。そこで，制服の遵守規定を掲

載します。ご家庭でも熟読の上，登校時にご指導お願いいたし

ます。 

制服・服装の遵守規定 

 （１） 服装 

 男子 冬服 指定の学生服上下。 

    注意：上着を脱ぐ場合には，白のＹシャツを着ている

こと。上着の下からシャツのすそを出さないこ

と。また，セーター類もすそやそでを出さない

ようにすること。上着のボタンをすべて留める

こと。 

        夏服 指定の学生服ズボンに，白のカッターシャツ

（長袖でも半袖でも良い）または白の開襟シャ

ツを着用すること。 

    注意：カッター・開襟シャツのすそはズボンの中に入

れ外に出さないこと。下着（Ｔシャツ）は白と

すること。 

      防寒着 学校指定の防寒着および黒か紺の単色のもので

フードがついてないもの，ファーなどの装飾が

ないものを着用すること。室内での着用は原則

として禁止。 

        

 女子 冬服 指定の制服上下。            

       指定のブラウスを着用のこと。 

    注意：ブレザーの下からブラウスのすそを出さないこ

と。また，セーター類もすそやそでを出さない

ようにすること。上着のボタンをすべて留める

こと（ただし，中学は集会以外では，上着の一

番上のボタンをはずしてもよい）。 

    夏服 指定のスカート（またはスラックス）とブラウ

ス（長袖でも半袖でも良い）。 

    注意：ブラウスのすそはスカートの中に入れ外に出さ

ないこと。 

      防寒着 学校指定の防寒着および黒か紺の単色のもので

フードがついてないもの，ファーなどの装飾が

ないものを着用すること。室内での着用は原則

として禁止。 

    注意：夏冬ともにスカートの丈は，膝にかかる程度の

長さにすること。上部を巻いたりベルト等でた

くし上げたりして短くしないこと。 

    注意：ソックスの色は白，黒，紺の単色とし，長さは

膝下(ハイソックス)までとする。一般的な形の

ものとし，ルーズソックス，ニーハイ，スニー

カーソックスなどは禁止とする。 
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保護者会では１０月８日（土）１３時３０分より、恒例のミニバ

レーボール大会を開催いたします。たくさんの参加をお願い

します。当日参加も大歓迎です！ 

 プレテストも終わり，今年度の募集活動もい

よいよ大詰めとなりました。来年度岩田中学

校・高等学校の入学希望者を対象とした入

試説明会を１０月１６日（日）午前１１時からと

１１月１２日（土）午前１１時からの２回本校で

行います。なお１１月１２日は９時３０分から公

開授業も行います。 

  来年度は中学入試・高校入試とも特に変

更はなく，概ね今年度と同様の入試形態と

なります。事前の参加申し込みは不要です

が，来校時には受付が必要です。駐車場は

本校グランドにお願いします。 

 

○中学校 （４号館２Ｆ大講義室於 

１時開会、１２時２０分終了予定） 

１ 開会の言葉 

２ 校長あいさつ 

３ 進学状況などの説明 

４ 推薦・一般入試各教科の出題ポイント 

５ 募集要項の説明 

６  質疑応答 

７ 閉会の言葉 

 

○高校 （４号館１Ｆ西教室於 １１時開会、 

１２時２０分終了予定） 

１ 開会の言葉 

２ ＡＰＵ・立命館コースの説明 

３ ＡＰＵ・立命館の魅力 

４ 募集要項の説明 

５ 校長あいさつ 

６  質疑応答 

７ 閉会の言葉 

本校の学校説明会のご案内 

快挙！ギター部全国高校ギターマンドリンフェスティバルで優秀賞！ 
７月２８日（木）に開催される『第４１回 全国

高校ギター・マンドリンフェスティバルinすい

た』に参加するため、 ギター部２９名は、

前日の２７日に別府港に集合し、海路で大

阪を目指しました。 

 今年は、曲の出来上がり（顧問の編曲

のため）が遅く、演奏水準が心配されま

したが、夏休みに追い込みの練習をし、 

大阪のステージに立つ直前も、サンフラ

ワーの船内や、早朝のホテルの一室でギ

リギリまで練習に励みました。 

 ギター・マンドリンフェスティバルで

はありますが、大半の学校がマンドリン

合奏で、ギター合奏の学校はなかなか結

果が 出せない現状があります。本校ギ

ター部も、全国で一二を争う卒業生がい

た時、半分以上を独奏させるという方法

で、 やっと一度だけ優秀賞をいただい

た他は、努力賞に甘んじてきました。 

 「もう少し早く練習に取り組めていた

ら・・・」という思いはあったものの、ギ

リギリまで調整を続けたからでしょう

か。 発表は『優秀賞』でした。高２の

部員を中心に、今年はうれし涙でフェス

ティバルを終え、部員一同、歓喜の夜と

なりました。 

 応援に来てくださった保護者の方も過

去最高の人数で、応援に後押しされた結

果となったと思います。 どうもありが

とうございました。 


