岩田学園総務部広報課
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学園だより
ハイライト:
• 第29回入学式が行われる。
• ５名の新任の先生をお迎えしました。
• 23回生すばらしい大学合格報告
• ＡＰＵ立命館コース修学旅行元気に帰国

第29回岩田中学校・高等学校入学式が行われる。
第29回入学式が行われる 1

4月5日(火)、第29回岩田中学校・高等学校

新入生は4月6日(水)に校内オリエンテー

入学式が行われました。

入学式式辞
理事長 成瀬輝一

2

した。

式に先だち、東北地方太平洋沖地震で犠

ションを行い、7日(木)から１泊２日の予

牲になった方々へ黙祷が行われました。

定で湯布院ゆふの丘プラザで研修を行いま

式では今年度より校長を兼務する成瀬理事

した。このオリエンテーションでは、岩田

長の式辞の後、来賓としてＡＰＵアジア太

生としての自覚を高め、学校生活に対する

平成23年度大学入試総括 4

平洋大学学長是永駿様、同窓会(樟友会)代

取り組み方を学ぶと同時に同級生や先生方

進路指導主任 三浦準一 5

表松本雅企様、保護者会会長河越祐人様よ

との親睦を深めました。

新任職員紹介

3

カウンセリングルームより
6
保健室より 養護教諭 野村めぐみ
生徒指導部より
生徒指導主任 楠田克彦

出来事＆お知らせ

7
8

り御祝辞をいただきました。
また、新入生代表(中学)平岡歩さんと(高
校)佐藤祐輔君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。

APU･アジア太平洋大学学長

今年は中学校89名、高校(APU・立命館

学校法人立命館一貫教育部副部長 木越貴之 様

コース)18名(内部進学生10名含む)が岩田

同窓会(樟友会)代表

松本雅企 様

生の仲間入りをしました。

岩田学園保護者会会長

河越祐人 様

例年に比べ、気温の低い日が続き校庭の

是永 駿 様

大分中央警察署津留交番所長 岩尾祐二 様

桜はまだ６分咲きです。式のあと桜の木の

岩田町１丁目自治会長

餅澤文也 様

下や校門で記念写真を撮る姿が数多く見ら

岩田町２丁目自治会長

賀来

実 様

れました。また、寮生は入学式の後、入寮

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

式を行い一足早く新生活をスタートさせま

APUアジア太平洋大学学長
是永 駿 様

【御列席された来賓】

樟友会(同窓会)代表
松本雅企 様

保護者会会長
河越祐人 様

中学校新入生代表
平岡 歩 さん

高等学校新入生代表
佐藤祐輔 君
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学園だより

第２９回岩田中学校・高等学校入学式 式辞

理事長校長 成瀬輝一

中学89名、高校18名の新入生の皆さん、
入学おめでとう。保護者の皆さま、おめ
でとうございます。幸い天候に恵まれ、
満開の桜が皆さんを祝福しているようで
す。 桜と共に岩田学園のシンボルツリー
である200本あまりのクスノキは, 次々と
若葉を芽吹き、落葉が始まりました。皆
さんもこの若葉のように新鮮で美しいで
す。キラキラ輝いています。若い皆さん
を見ているとこちらも元気が出ます。
さて、いま日本は東日本大震災で、大
変なことになっています。テレビで毎日
報道される映像は、悲惨の一言に尽きま
す。それを見て、皆さんは何を感じまし
たか？こんな時、「何か自分に出来るこ
とをしたい、助けてあげたい、役に立ち
たい」と思うでしょう。その気持ちを大
切にして、自分は将来何の仕事に就こう
か、どう生きるかを考えてみませんか。
破壊された街、大勢の被災者、物資も人
も制度も、すべてが不足しています。こ
れから復興に何年もかかるでしょう。
家、食料、医療、運送、教育、それらを
造る人、かかわる人、法律で守る人、
リーダーとなる人、あらゆる仕事が見え
てきます。
岩田生の目標は＜社会のために役に立
つ人になろう＞です。まさに、この岩田
学園で学び、力を付けることです。これ
から６年間、あるいは３年間しっかり勉
強して下さい。いい先生たちが皆さんを
待っています。特に中学１・２年の時期
が大切です。この時期に勉強をするク
セ・習慣を付けることです。毎日少しず
つ、必ず机に向かいましょう。

それと何かスポーツをしよう。身体が
どんどん成長する、これからがチャンス
です。いくら成績が良くても、身体が弱
いとせっかくの力が発揮出来ません。
皆さんにささやかですがプレゼント、
「君たちはどう生きるか｣という本を贈り
ます。もう70年以上も前に、吉野源三郎
という人が書いた本です。主人公は本田
潤一君という中学２年生の男の子です。
成績はいいけど、やんちゃで悪戯好きな
野球少年。コペル君という綽名で呼ばれ
ています。お父さんを早く亡くして、お
母さんと２人暮らしですが、親戚の叔父
さんが、コペル君のいろいろな相談相手
になってくれています。学校で友達との
喧嘩や友情のことなど、正義感溢れる日
常生活のエピソードが語られ、やがて話
題は、社会というものの仕組みに目を向
けることになります。人間は一人で生き
ている訳でなく、みんなの恩恵を受けて
生きている。ですから大人になったらそ
の恩返しをして、次の人たちを育てて行
く。その心構えが解りやすく、コペル君
の日常生活を通して書かれているので
す。私が初めてこの本を読んだのは、高
校生の終わり頃です。その時、もっと早
くに読んでおけばよかったなと思いまし
た。ぜひ今読んで下さい、そして何年か
経ったら、また読み返して下さい。
さあ、君たちはどう生きるか！です。
今日の新鮮な気持ちを忘れず、志を高く
未来に大きな夢を持って、学園のクスノ
キのように逞しく生きよう。大いに期待
しています。

男子寮＆女子寮で充実した学校生活
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～
入寮式11/04/05

新寮生歓迎会11/04/08→

生徒寮ＰＲ
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岡邊峰代 先生

坂井学人 先生

高1の英語と高2のAP言語を担当しま
す、岡辺です。
舞鶴で学生生活を送っていた頃は岩田
学園は男子校という事もあり、全く遠い存
在でした。今自分がこの場にいる事が不
思議な気もします。
私立高校と塾で長く英語を教えていま
した。英語はｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝである、という事
を第一に考えています。相手にわかって
貰う為に何が必要なのかを伝えていくつ
もりです。新しい場所で、新しい方々との
これからを楽しみにしています。宜しくお
願いします。

この度、１年１組の副担任をさせていた

３月まで、県立高校に勤務していま

だくことになりました坂井学人です。担当

した。今回、歴史と伝統のある岩田学

教科は１年生の英語、部活は硬式テニス

園に勤務することになり、とても嬉し

(副顧問)です。趣味は映画・音楽鑑賞で

く思っています。２年２組の副担任

す。岩田が初めて男女共学になったとき

で、２年生の代数と３年生の幾何を担

の19回生です。英語は週の授業数も多く

当することになりました。１日でも早

て大変かもしれませんが、楽しく、そして

く岩田学園の雰囲気に慣れて、生徒の

理解しやすくやっていきたいと思います。

皆さんが進路目標を達成するための手

戸畑秀隆 先生

１年２組担任をすることになりまし

また、新任１年目なので、初めて同士の
中学１年生と共に成長していきたいと思っ
ています。よろしくお願いします。

赤木栄造 先生

川野洋子 先生

助けができるように頑張ります。よろ
しくお願いします。

寮母 田中涼紗さん

本年度より、縁あって本学園に勤

平成２３年度入学の２９回生とともに

です。１年生と４年

務することになりました赤木栄造で

新たな気持ちで 桜が綺麗な春を迎え

生のＡＰＵコースの数学を担当し、野

す。中学１年部に所属し、１年３組の

ることができたことを大変うれしく思

球部のサブ顧問となりました。趣味は

副担任をつとめます。授業は中学１年

います。

スポーツ観戦・ドライブなどです。早

全クラスの『国語A』と高校１年４組

素敵な校舎、自然に恵まれた環境で

く生徒皆さんの顔を覚えて、たくさん

の『国語総合』、部活はサッカー部の

四季折々の学園行事にふれられること

話がしていきたいと思いますので、私

サブ顧問を担当します。新しい環境で

を今からとても楽しみにしています。

の顔を見かけたら気軽に話しかけてく

不慣れなことも多いですが、『ゆっく

１日１日を大切に、充実した学園生活

ださい。よろしくお願いします。

り急げ』の精神で新入生と共に成長し

をおくることができるようつとめてま

た

戸畑

秀隆

ていけるよう頑張ります。何卒よろし
くお願いします。

いります。

★学力を伸ばす学校２年連続九州第１位(全国14位)！★５人に１人が旧帝大,一橋大,東工大に進学！★６.５人に１人が医学部に進学！

２０１１年度大学合格速報

～４月２１日現在～ ２３回生１２７名
岩田高校

東京大２、九州大医、東京医科歯科大医、現役合格！
国立大医学科１２，慶應大医をはじめ医歯薬系６７(看護医療系除く)
平成２３年度大学入試総括
今春の大学入試は，不安定な経済情
勢や学生の就職難といった社会不安の
影響を大きく受けた志願動向となりま
した。国公立大の人気は安定しており
志願者数は増加しています。３年ぶり
のセンター試験の平均点上昇の中，強
気の進路選択をした受験生が多く，難
関大や医学部医学科は志願者を大きく
増やしました。特に理系受験者の多い
物理Ⅰで大きく平均点が上昇したこと
もあり，センター試験の高得点者が理

系で増加し，このような大学・学部で
は前年以上に厳しい入試が展開された
と予想されます。一方，私立大の志願
者数は横ばいで，都市部の難関大や地
域の拠点大では志願者の減少が目立ち
ました。今春入試では，国公立大学志
向が強く，これらの大学への出願が絞
り込まれた結果，志願者数が伸びな
かったものと推測されます。ここ数年
見られる「地元志向」「安全志向」と
いった傾向は続いており，学部系統別
の人気は「文低理高」が鮮明で，就職
難を背景として資格系学部も人気が高

くなっています。
(河合塾『Guideline 2011年度4・5月号』より)
さて本校においては，先月の速報番
でご報告したように，東京大学に文科
Ⅰ類と理科Ⅱ類に一名ずつ合格したほ
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。全体の合格者総数は３２２
名(４月１８日現在)にものぼり，本校で初
めて３００名の大台に乗りました。これ
は，今春卒業した２３回生を中心に，本
当に「進学したい大学」に向けて努力
を重ねた成果だと思います。

※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。

国公立大学
北海道大
（理 地球惑星）
千葉大
（文 日本文化）
千葉大（法・経済 総合政策）
電気通信大（情報理工 知能機械）
東京大
（文Ⅰ）
東京大
（理Ⅱ）
東京医科歯科大
（医 医）
東京外国語大（外国語 ｽﾍﾟｲﾝ語）
大阪大
（工 応用理工）
広島大（教育 第一類初等教）
広島大（教育 第一類初等教）
広島大（歯 口腔－口腔保健）
山口大
（人文 人文社会）
山口大（教育 情報－数理情報）
九州大
（文 人文）
九州大
（経済 経済工）
九州大 （農 生物資源環境）
九州大
（工 地球環境）
九州大
（工 機械航空工）
九州大
（工 機械航空工）
九州大（芸術工 芸術情報設）
九州大
（医 医）
九州工業大（情報工 機械情）
長崎大
（経済 総合経済）
長崎大
（経済）
長崎大
（工）
熊本大
（法 法）

熊本大
（工 社会環境工）
熊本大
（医 医）
大分大
（経済）
大分大
（経済）
大分大
（経済）
大分大（教育福祉 教科数学）
大分大（教育福祉 教科教育）
大分大（教育福祉 学校発達）
大分大
（工 環境福祉工）
大分大 （工 知能情報ｼｽﾃﾑ）
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
（医 医）
大分大
（医 医）
大分大
（医 医）
大分大
（医 医）
鹿児島大
（農 獣医）
北九州市立大
（法 法律）
北九州市立大（法 政策科学）
北九州市立大（外国語 中国）
九州歯科大学
（歯 歯）
福岡女子大（国際文理 環境）
大分県立看護科学大

私立大学
獨協大
（法 法律）
獨協大
（法 法律）
獨協大
（外国語 英語）
文教大
（情報 広報）
文教大
（情報 広報）
明海大
（歯）
青山学院大
（法 法）
青山学院大（国際政経 国際）
青山学院大（国際政経 国際）
青山学院大（教育人間 教育）
青山学院大（社会情報 社会）
青山学院大（理工 化学生命）
青山学院大（理工 物理数理）
桜美林大
（ビジネス）
桜美林大
（ビジネス）
学習院大（文 日本語日本文）
学習院大
（法 政治）
学習院大
（法 法律）
慶應義塾大
（法 政治）
慶應義塾大
（法 政治）
慶應義塾大
（法 法律）
慶應義塾大
（薬 薬）
慶應義塾大（総合政策 総合）
慶應義塾大
（医 医）
国際基督大（教養 アーツサ）
国際基督大（教養 アーツサ）
国際基督大（教養 アーツサ）

駒澤大
（文 社会）
芝浦工業大
（工 建築）
芝浦工業大
（工 土木工）
芝浦工業大
（工 情報工）
順天堂大
（医 医）
上智大
（総合人間 教育）
成蹊大
（国際文化）
成蹊大
（文 日本文）
成蹊大
（法 政治）
成蹊大
（法 法律）
成蹊大
（理工 情報科学）
成城大
（経済 経営）
成城大
（経済）
専修大
（文 英文英米語）
大東文化大
（文 書道）
中央大
（商 商業・貿易）
中央大（総合政策 国際政策）
中央大（総合政策 政策科学）
中央大（総合政策 政策科学）
中央大
（総合政策 政策）
中央大（文 フランス語文学）
中央大 （法 国際企業関係）
中央大
（法 法律）
中央大
（法 法律）
中央大
（法 法律）
中央大
（法 法律）
中央大
（法 法律）
中央大
（法 政治）
中央大
（経済 国際経済）

中央大（理工 経営システム）
中央大
（理工 生命科）
中央大
（理工 都市環境）
津田塾大
（英文）
津田塾大
（学芸 英文）
津田塾大
（学芸 数学）
津田塾大
（国際関係）
帝京大
（医 医）
帝京大（文 教育－初等教育）
帝京大（文 教育－初等教育）
帝京大
（薬 薬）
帝京大
（薬 薬）
東京経済大
（経営）
東京慈恵会医科大 （医 医）
東京慈恵会医科大 （医 医）
東京慈恵会医科大 （医 医）
東京女子大（現代教養 英文）
東京女子大（現代教養 国際）
東京都市大（環境情報 情報）
東京理科大
（経営 経営）
東京理科大
（経営 経営）
東京理科大 （理 数理情報）
東京理科大
（理 物理）
東京理科大
（理 物理）
東京理科大
（理 物理）
東京理科大
（理 化学）
東京理科大 （理工 電気電子情報）
東京理科大（理工 情報科学）
東京理科大 （理工 土木工）
東京理科大
（理工 物理）
東京理科大
（理工 物理）
東京理科大 （薬 生命創薬）
東洋大
（経済 国際経済）
東洋大
（経営 経営）
東洋大（国際地域 国際観光）
東洋大（社会 ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼ）
日本大
（法 新聞）
日本大
（工 情報工）
日本大 （理工 社会交通工）
日本大
（医 医）
日本歯科大
（生命歯）
法政大
（法 法）
法政大（社会 メディア社会）
法政大（生命 環境応用化学）
法政大
（理工 応用情報）
武蔵大
（経済 金融）
明治学院大
（経済 経済）
明治大（国際日本 国際日本）
明治大
（政治経済 政治）
明治大
（政治経済 経済）
明治大
（農 生命科学）
明治大
（農 生命科学）
明治大
（法 法律）
明治大（理工 電気電子生命）
明治大
（理工 機械工）

明治大
（理工 数学）
立教大
（法 法律）
立教大
（文 教育）
立教大
（文 教育）
立教大
（文 日本文）
立教大
（法 政治）
立教女学院短期大
（英語）
早稲田大
（スポーツ科）
早稲田大
（基幹理工）
早稲田大
（商 商）
早稲田大 （政治経済 経済）
早稲田大 （政治経済 政治）
早稲田大 （先進理工 物理）
早稲田大 （先進理工 化学）
早稲田大 （先進理工 応用物理）
早稲田大
（文化構想）
早稲田大
（文化構想）
早稲田大
（文化構想）
早稲田大
（法）
早稲田大
（法）
早稲田大
（文）
早稲田大 （国際教養 国際）
神奈川歯科大
（歯）
フェリス女学院大（国際交流）
金沢医科大
（医）
愛知学院大
（薬 医療薬）
京都外国語大（外国語 日本）
京都薬科大
（薬）
同志社大 （生命医科 医工）
同志社大（文化情報 文化情）
同志社大（理工 機械システ）
同志社大（理工 機械システ）
明治国際医療大（針灸 針灸）
龍谷大
（経営）
立命館大
（経営 経営）
立命館大 （国際関係 国際）
立命館大 （産業社会 現代）
立命館大（産業社会 子ども）
立命館大
（情報理工）
立命館大 （政策科 政策科）
立命館大（政策 国際インス）
立命館大（生命科 応用化学）
立命館大（生命科 生命情報）
立命館大
（文 英米文）
立命館大
（法 法律）
立命館大
（法 法律）
立命館大
（法 法律）
立命館大
（法 法律）
立命館大
（法 法律）
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 都市シス）
立命館大（理工 ロボティク）
大阪学院大
（流通科学）
大阪芸術大（芸術 デザイン）
関西大
（社会 社会）
関西大
（文 総合人文）
関西大
（文 総合人文）
関西大
（文 総合人文）
関西大
（文 総合人文）
関西外大（外国語 スペイン）
近畿大（産業理工 建築デザ）
近畿大（産業理工 建築デザ）
近畿大（産業理工 建築デザ）
摂南大
（薬 薬）
関西学院大（人間福祉 人間）
関西学院大
（文 英米文）
関西学院大 （文 文学言語）
関西学院大 （文 文学言語）
関西学院大
（法 法律）
関西学院大（幼児・初等教育）
神戸学院大
（薬 薬）
神戸学院大
（薬 薬）
神戸薬科大
（薬 薬）
神戸薬科大
（薬 薬）
武庫川女子大
（薬 薬）
奈良大
（文 地理）
福山大
（薬 薬）
九州産業大（経営 産業経営）
九州産業大（芸術 写真映像）
久留米大
（法 法律）
久留米大
（文 国際文化）
西南学院大
（経済 経済）
西南学院大
（商 経営）
西南学院大
（商 経営）
西南学院大
（法 法律）
西南学院大
（法 法律）
西南学院大
（法 法律）
西南学院大
（法 法律）
西南学院大（人間 児童教育）
西南学院大（人間 児童教育）
西南学院大（人間 児童教育）
西南学院大（人間 児童教育）
西南学院大（人間 児童教育）
西南学院大
（神 神）
西南女学院大（人文 人文英）
第一薬科大
（薬 薬）
日本経済大 （経済 経営法）
福岡女学院大（人間 子ども）
福岡女学院大 （人間 心理）
福岡大
（法 法律）
福岡大
（商 経営）
福岡大
（経済 経済）
福岡大
（人文 文化）
福岡大（人文 日本語日本文）
福岡大
（工 機械工）

福岡大
（医 医）
福岡大
（医 医）
福岡大
（医 医）
福岡大
（医 医）
福岡大
（薬 薬）
福岡大
（薬 薬）
福岡大
（薬 薬）
福岡大
（薬 薬）
福岡大
（薬 薬）
福岡大
（薬 薬）
福岡大
（理 応用数学）
福岡大 （工 化学システム）
活水女子大 （健康 子ども）
長崎国際大
（薬 薬）
長崎国際大
（薬 薬）
崇城大
（薬 薬）
崇城大
（薬 薬）
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
（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）
ＡＰＵ
（国際経営）
別府大 （文 国際言語文化）
九州保健福祉大
（薬 薬）
九州保健福祉大
（薬 薬）
九州保健福祉大
（薬 薬）
九州保健福祉大
（薬 薬）
九州保健福祉大
（薬 薬）
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）
沖縄大
（法経 法経）

文科省所管外の大学校
防衛大
（人文・社会）
防衛大
（理工）
防衛大
（理工）
防衛大
（理工）
防衛医科大
（医）
職業能力開発大 （機械シス）

カウンセリングルームより
みなさん、こんにちは。スクールカウ
ンセラーの江藤行大（エトウタカヒロ）
です。
ぼくたちの学校のある大分の町は二つ
の大きな川と海に囲まれた町です。
そのうちの一つの大分川が別府湾にそそ
ぐそのほとりにあるぼくたちの岩田学園
は、川から流れてくる風の変化でその季
節の移ろいを知ります。
この間まであんなに寒かった冬の残り
香もちょうど新入生のみなさんが岩田に
やってくる数日前からすっかり暖かい春
のものに変わりました。
それはまるでみなさんをお迎えしている
ようでした。
みなさんは、岩田の正門のすぐそばと
男子寮の正面には、桜の木々があるのを
ご存知ですか。あの木々はぼくがまだ岩
田の生徒だった頃からずっと同じ場所で
十何年も経った今年も変わらずにその花
弁を舞わせて入学生を迎えている木々で
す。
ぼくはあの桜の木の薄桃色を見上げる
ときにいつも一つのお話を思い返しま
す。それは中学二年生の国語の教科書に
載っていた志村ふくみさんという方のお
話です。今回のスクールカウンセラー通
信では、ぜひこの志村ふくみさんのお話
をしたいと思います。
志村ふくみさんは、京都に住む染色家
の方です。大正十三年の生まれですか
ら、今年でもう88歳になられます。志村
さんは自然の草花からそれぞれの色を取
り出して着物を染める『草木染め』とい
うお仕事をされていらっしゃいます。こ

スクールカウンセラー 江藤行大
の草木染めという染め物は化学的な物質
は一切使うことなく四季折々の草木から
様々な色を取り出すものです。
それはその木々の隅々まで行きわたる命
を形を変えて色として表現するもので
す。
暖かい陽射し。優しい花の色。
春の青い空の下に揺れる桜の木の薄紅色
はとても美しくて
その色で着物を染められるとしたらどん
なにきれいだろうと
想像するだけでわくわくしてしまいま
す。
『 あの華やかな桜の色を出すためには
きっとあの花弁をうんと集めてじっくり
時間をかけて色をだすのだろう。 』
思わずそうぼくは素人の気安さで考え
てしまうけれど、実は桜の花弁をいくら
煮詰めてもなかなかあの鮮やかな薄紅色
を出すことは決してできないのです。
では、志村さんはあの桜の色を取り出す
ためにどうするのでしょうか？
志村さんは春先に様々な山をめぐって
あの黒っぽいごつごつした桜の皮をゆっ
くり煮るというのです。
するとその黒い皮を煮詰めた鍋があの美
しいピンクの色に変わるのだというので
す。ぼくたちは桜を愛でるときにはあの
美しい花弁にばかり目をやってしまいま
す。だけどもあの桜の花弁の色はその桜
のほんの少しの表に出ているものに過ぎ
なくて、ほんとうは桜の木全てが全身が
あの色を作り出しているのです。
そんなこと改めて思い返すとぼくはとて
も不思議な気持ちになります。

そして同時にこれはぼくたちの毎日のこ
とと同じような気がしています。
ぼくたちの毎日は必ずしも華やかなも
のばかりに囲まれているわけではありま
せん。
テストで思った以上の点数が取れて喜ん
だり、部活の試合で勝利したりすること
はとてもうれしくて晴々しいものです。
その反面、授業を聞いて一生懸命ノート
を取り続けることも部活で繰り返し繰り
返し何度も同じ練習を重ねることも一見
地味な作業で退屈に感じることもあるか
もしれません。だけどもその毎日がみな
さんひとりひとりが探している色を体
いっぱいにつけていくのだとおもうので
す。
そうした毎日の繰り返しがみなさんの幹
を少しずつ太く強くしています。
たとえ時にはそうは思えないことがあっ
ても。
時には挫けそうになったり、投げ出した
くなることもあるかもしれません。
そんな時にはゆっくり一緒にみなさんの
夢や未来の話をしませんか？
いつか必ず満開に咲き誇るみなさんの花
弁が淀みなく透き通った色であるように
心から応援しています。
今年度カウンセラー出校日が毎週土曜日に
変わりました。
毎週土曜日の午前九時から午後六時まで。
みなさんがカウンセリングルームのドア
をノックするのをいつでも待っていま
す。

養護教諭 野村めぐみ
春です。保健室から見える中庭では桃の花が満開と
なり、慌ただしい日々の癒しとなっています。
新学期が始まり、新しい環境の中、過度の緊張や
不安から体調を崩すお子さんもいます。自分のペー
スで毎日を過ごせるよう少しずつ調整していって欲
しいと思います。
今年度もお子様たちが心も体も健康な毎日を過ご
せますよう、サポートしていきたいと思いますの
で、よろしくお願い致します。

子宮頸ガンワクチンについて
昨年度、ご案内しました子宮頸ガンワクチンですが、ワクチンの入手時期が
未定となっています。わかり次第すぐにご連絡致しますので、しばらくお待ち
ください。

春を届けてくれました。
ある日の保健室。昼休みに６年生の女の子たち数名が
「せんせ～。いいもの持ってきたよ！」と元気に来室。
見てみるとみんな手のひらいっぱいに桜の花びらを握り
しめていました。心に春が来た瞬間でした。
みんなありがとう。
６年生の皆さん、受験勉強頑張ってくださいね。

４月～５月の健康診断
・4/11(月)X線撮影：４年生
・4/12(火)内科検診：１年生
・4/19(火)内科検診：２年生
・4/22(金)内科検診：３年生
・4/23(土)身体測定：全学年
・4/25(月)聴力検査：６－１・６－４
・4/26(火)内科検診：４年生
・4/28(木)聴力検査：１年生
・5/10(火)内科検診：５年生
・5/12(木)聴力検査：４年生
・5/13(金)内科検診：６年生
・5/16(月)聴力検査：６－２・６－３
・5/17(火)～5/18(水)尿検査１次：全学年
・5/25(水)心臓検診：４年生
・5/31(火)～6/1(水)尿検査２次：該当者
※4/16(土)に予定していました６年生聴
力検査は授業の都合上で変更になりま
した。
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生徒指導部より

生徒指導主任 楠田克彦

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。

保健室の利用許可について～生徒の動き
職 員 室
教室
④

保健室

①担任許可（印，時刻記入）

②保健室利用

③担任利用確認（印，時刻記入）

（養護教諭確認印）

早退
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。
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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
自家用車で子供を送迎される
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。

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(木)岩田中学校の卒業式が行わ
れ、中三105名が式に臨みました。式では
板倉校長より卒業証書が一人一人に手渡さ
れ全校生徒で26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
で退職する板倉孝義校長をはじめとした５
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)
平山祐太、安東有紀、清水成美、
神矢真由、末吉真梨、松田流華
[皆勤賞](12名)
穴見真希登、工藤梨乃、後藤妃奈子、
望月雅基、安東有紀、大塚沙季、
三宮憂貴、口石 恵、古手川愛実、
松田流華、三浦孝洋、幸 香澄
[日本私立中学校高等学校連合会会長賞]
角田賢太朗

ＡＰＵ立命館コース修学旅行、元気に帰国
「岩田進路ガイダンス」のご案内
日時：６月２４日(金)
１３：３０～１５：４５
会場：高１・高２の教室
および４号館など
対象：高１・高２の生徒，参加を
希望される保護者(何年生の
保護者でも可)
※開講する分科会は，該当学部生
徒へのアンケートをもとに決定
※生徒は，２つの分科会に参加。
保護者は時間内でも自由に教室
移動できます。開講学部・大学
が決まり次第お知らせします。

高１ＡＰＵ立命館コース(４の４)の生徒14
名、現地で合流したTA(ティーチングアシ
スタント)の韓国人APU国際学生3名、引率
教員2名、計19名は3月11日から４泊５日の
日程で韓国江陵市(カンヌン市)へ研修旅行
を行いました。仁川空港から高速バスをつ
かって約４時間で到着した東海岸の人口22
万人のカンヌン市には、日本人はほとんど
いません。心細い思いでフィールドリサー
チに取り組みましたが、TAの指導やアドバ
イスで無事課題を終えることができまし
た。最終日はソウル観光をし、韓国を満喫
して帰国しました。 また、高２ＡＰＵ立
命館コース(５の４)の生徒13名、引率教員
2名、計15名も同じ3月11日から７泊８日の

日程で研修を行いました。高２はシンガ
ポールでフィールドリサーチをした後、マ
レーシアでホームステイをしながら、マ
レーシア工科大学の先生の指導で英語研修
を行いました。特に３泊したホームステイ
はとても思い出深いものになったようで
す。
２団体は大分空港から同じ飛行機で仁川
空港に到着し、そこでそれぞれの目的地に
向かいました。出発した11日には東北地方
の大地震が起こり、現地のＴＶニュースは
連日トップで長時間日本の惨状を伝えてお
りました。大分は無事で一安心でしたが、
生徒は、日本のことを心配しながらの研修
でした。２団体とも大きなトラブルもなく
全員元気に帰国しました。

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/

岩田学園総務部広報課
大分市岩田町１－１－１
学校法人岩田学園
電話 097(558)3007
21世紀の有為な人材を育成する

岩田中学校･高等学校

Fax 097(556)8937
Email iwata@iwata.ed.jp

