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 平成２７年度第３３回学園祭は『航海』

〔～帆を張り、碇を上げろ～〕のテーマを

掲げ開幕しました。 

 これまでの学園祭との大きな変更点は、

例年学園祭６日目の芸能祭終了後に行われ

ていた学園祭閉会式が、今年は体育大会が

学園祭６日目という日程になり、体育大会

終了後に実施されることになった点です。 

 生徒にとって学園祭の準備期間から学園

祭期間に至るまでには様々な苦労がありま

すが、先輩から受け継がれた伝統をもとに

新しい発想で今年も生徒が一丸となり新日

程の学園祭閉会式まで見事にやり遂げてく

れました。 

 生徒一人ひとりが新たな目標に向かって

船出し全力で乗り越えた第３３回学園祭、

今年の学園祭を踏まえ来年度の学園祭はど

のような学園祭に進化するのか楽しみで

す。最後になりましたが無事に学園祭が終

了するにあたりご協力頂きました保護者の

方々をはじめ、多くの先生方・関係者の

方々に心から感謝申し上げたいと思いま

す。誠に有り難うございました。 
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 H ig hl ig ht s   
第３３回学園祭は大成功！第３３回学園祭は大成功！  

体育大会は後半逆転で、北軍５連覇！体育大会は後半逆転で、北軍５連覇！  

学習の秋、勉強の秋、実りの秋！学習の秋、勉強の秋、実りの秋！  

保護者講演会で、『脳』を活性化！保護者講演会で、『脳』を活性化！  
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 ９月１６日（水）、第３３回学園祭が始

まりました。開会式では生徒会副会長の田

﨑拓朗くんの力強い開会宣言の後、生徒会

長のラヒミアン ベーラドくんより挨拶があ

りました。「今年のテーマは『航海～帆を

張り、碇を上げろ！～』です。皆で遙か彼

方にある新天地（学園祭の成功）をめざし

団結しようという想いが込められてます。 

 オープニングセレモニーでは、生徒会役

執行部を中心に「チャレンジすることの大

切さ」を、趣向を凝らした演出と見事な大

道具（帆船）で熱演し、全校生徒の大喝采

を受けました。続いて行われた部活動発表

では、書道部(書道ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ)、歴史研究部

(坂本龍馬の一生)が披露され、この日に向

けた努力の成果を発揮しました。 

 午後は体育館で「笑顔と元気」満載の学

園発表でスタートし、その後、被服室で茶

席が行われ、参加者は慣れない作法を神妙

な面持ちで経験していました。 

 ２日目の今日はＢパートのイベントが目白押し

の一日でした。 

 まず午前中は「IWATA RECORD」。各クラス・学

年から選りすぐりの歌自慢・芸達者がみごとなス

テージを披露し、熱い盛り上がりを見せました。

特に飛び入りの教員チームは、ひときわ大きな

歓声を浴びていました。 

 午後からは、今年会場を中庭から体育館に移

したイベントステージが行われ、会場内は岩田

生の元気と笑顔に包まれました。 

 中１～高１の各教室ではクラス展示の公開も

始まりました。各クラスとも、展示物だけではなく

照明や音響などにも工夫を凝らした空間演出

で、見学者を大いに楽しませてくれました。 

 さらに午後からは大講義室でバザーが開催さ

れ、こちらは保護者の熱気(？)で盛り上がって

いたようです。 

他にも、部活動による各種模擬店も出店。特に

生徒会による“昔懐かしい”射的とヨーヨー釣り

の屋台が人気を集めていました。 

 午前中は全校一斉片付けと清掃を行いま

した。一生懸命作り上げたクラス展示物の

解体撤去作業に様々な想いを胸に汗を流し

ていました。また、午後からの芸能祭に向

けたリハーサルがある生徒は、朝一番で一

足先にホルトホールへ向かいました。 

午後からは会場をホルトホールに移し、

“芸能祭”が開幕しました。“芸能祭”と

はこうしたホールで行う発表のことです。

芸能祭初日は、文芸・部活動発表・寮生発

表です。ギター部による「Guitar 

house」、寮生による「外禁に、ならな

い・なれない・なりたくない…」、クラス
(3 ページに続く) 

【第１日 9/16・水】  午前：準備・開会行事・ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ・部活動発表① 

    午後：学園発表・茶席・各種 リハーサル 

【第２日 9/17・木】 午前：展示公開(ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ)・IWATA RECORD・準備 

            午後：バザー・模擬店・ｲﾍﾞﾝﾄ・芸能祭リハーサル 

【第３日 9/18・金】 午前（校内）：全校一斉片付け・芸能祭リハーサル 

   午後（ホルトホール）：芸能祭…部活動発表②文芸発表・ﾘﾊｰｻﾙ 
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生徒会長  ラヒミアン ベーラド 

 体育大会が終わり、テントの骨組みが横に
なって置かれたサブグランドに一人立つ
と、この６日間の祭典の各場面が蘇り、学
園祭を終えた達成感と少しばかりの喪失感
で胸が一杯でした。この６日間が本当に一
瞬の、それでいて長い夢のように思い起こ
されます。今回の学園祭は「航海」という
テーマのもとで盛大に行われ無事に幕を閉
じました。かつて大航海時代に船乗り達は
一隻の船に乗り込み未知なる へと繰り出
しました。未知なる海を例年とは異なる形
での実施となる学園祭と重ね合わせ「岩田
生も学園祭の成功という一つの目標に向
かって団結しよう」という願いがこのテー
マには込められていました。この学園祭が
成功のうちに幕を閉じることが出来たの
は、指導してくださった先生方、支えてく
れた岩田生、共に学園祭を創り上げてくれ

た29回生みんなのお陰であると思っていま

す。皆さんには感謝してもしきれません。
最高の学園祭をありがとうございました。 
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↑第３３回体育大会テーマ 

“ 友 感 ” 

 高２演劇 “Who is the wizard”を熱演！ 

↓
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総合成績 

１位：３－３ 

２位：４－２ 

３位：２－１ 

 

文芸発表 

１位：４年IWATA合同 

２位：３－３ 

３位：２－３ 

 

クラス展示 

１位：４－２ 

２位：３－１ 

３位：１－１ 

岩田生の主張 

 

最優秀 

５年 向江なつみ さん 

優秀 

２年 酒見 真人 くん 
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 例年は最終日となるこの芸能祭２日目

が、今年は体育大会が最後になる日程なの

で学園祭４日目となります。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。 

 最優秀賞は向江なつみさん（４年４組）

「ＯＮＥ」、優秀賞は酒見真人さん（２年

１組）「嘘への偏見」が受賞しました。ま

た、他の主張も素晴らしい内容で、自分を

見つめ、新たなる一歩を踏みそうという決

意がしっかりと伝わってきました。 

 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、一般生徒か

らオーディションで出演者を募集していま

す。今年の作品は高２の平岡歩さんが書き

上げたオリジナル脚本の『Who is the 

wizard？』です。例年以上に日程が厳しい

中、また生徒それぞれが（有能であるがゆ

えに）他の仕事との掛け持ちする中で創り

上げた労作でした。「魔法」をキーワード

とし、学園生活の中で大切な事は何かを考

えさせ、中１から保護者まで楽しめる作品

であったと思います。 

 演劇後には生徒会長より各賞が発表され

ました。クラス展示第１位:４年２組、第

２位:３年１組、第３位:１年１組、文芸発

表第１位:４年１～３組合同、第２位:３年

３組、第３位:２年３組、そして総合成績

は第１位:３年３組、第２位:４年２組、第

３位:２年１組でした。 

 最後に「全校作成」のエンドロールが流

され、ここまでの”航海”を全員で鑑賞し

ました。感動で泣きじゃくる生徒も、今年

も生徒たちに大きな感動を残して芸能祭は

終了しました。 

 本校の学園祭は、様々な活動を通して望

ましい人間関係を形成し、集団への所属

感・連帯感を深め、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。最後になりましたが、今年の学園祭

に協力していただいた保護者の方々、関係

団体の皆様、学校周辺の岩田町・南津留住

民の皆様に深く感謝申し上げます。 

 朝から曇り空・微風という、体育大会としては

願ってもない天候に恵まれました。前日の予行

練習は晴天の下、強い日差しが降りそそぎ、体

力を消耗する生徒が出ましたが、本番は絶好の

コンディションでフルプログラムで実施すること

ができました。今年も「これまで一度も延期がな

い体育大会」という歴史を ぐことになりました。 

 毎年のことですが、体育大会スタッフや有志

の生徒たちが、前日午後の準備から当日早朝

におけるグラウンド整備、音響機器のセッティン

グ、団体競技用用具類の準備等々、この盛大

な体育大会を支えてくれました。 

 開会式では入場行進の後、南軍団長 帆足理

玖君(高２)と北軍団長 田﨑拓朗君(高２)によっ

て力強い選手宣誓が行われ、体育大会は始ま

りました。今年のテーマは『友感』、実行委員長

の田中 凜君(高２)が「正々堂々とベストを尽くし

て下さい。」と声高らかに呼びかけました。 

 柳井校長からは、「岩田の体育大会は感動を

与えてくれます。どうか我が子の光り輝く姿を眼

に焼きつけてください。」とご家族の方へ、その

思いを伝えました。 

 競技では両軍ともに正々堂々真剣勝負を挑

み、午前は南軍がリード、午後から北軍の圧倒

的追い上げで白熱した勝負となりました。 

 競技結果は、実行副委員長の清水萌花さん

(高２)が「天空に打ち上げられた花火の色で発

表します。」と宣言。直後に青空を背景に白く大

きな花が開きました。北軍は５連覇を果たし、通

算成績は北軍１４勝、南軍１９勝となりました。 

 最後に保護者会からの報告ですが、今年も

「臨時シャトルバスの運行」を企画・運営しまし

た。ルートは、本校グラウンドと臨時駐車場（弁

天大橋西岸）を結ぶものです。毎年、大変にご

好評をただきまして、今年も多くの方にご利用さ

れました。 

【第６日 9/21・月】 第３３回体育大会 テーマ『 夢 進 』 

【第４日 9/19・土】 午前（ホルトホール）：主張・５年演劇・閉会式 

学園祭結果学園祭結果  
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発表、５年４組のプレゼンテーション

「踊って、食って、ドーン～in別府～」が

披露され、どれも練習の成果を発揮し、観

客を魅了しました。 

Ａパートの裏方の皆さん、秒刻みの運営、

本当にお疲れ様でした。 

↑寮生発表～入寮大歓迎～ 

↑閉会式（ホルトホールにて） 



★私立高等学校体育大会 
○バスケットボール部 

■男子１回戦 岩田 62－74 楊志館 

常に相手にリードされ、一時は約20点差

をつけられる苦しい展開。怒濤の追い上

げから９点差まで詰めよるも及ばず。も

うひと踏ん張りでした。（顧問：野田） 

■女子１回戦 岩田 23－78  楊志館 

相手のプレッシャーに負け、ボールをつ

なぐことができませんでした。ボール、

勝利に対する執着心を身につけていく必

要を感じました。  （顧問：中川佳） 

○テニス部 

■女子団体戦＜第３位＞  

１回戦 岩田 ２－０ 文理大附属  

準決勝 岩田 ０－２ 大分東明  

■女子個人戦シングルス  

２Ｒ進出：立花、白石、高瀬、石尾、馬

渡、赤嶺  

■女子個人戦ダブルス  

２Ｒ進出：白石＆清水、立花＆秋満、赤

嶺＆石尾 

団体戦は、高１が踏ん張ってシングルス

でポイントを取りました。準決勝でも負

けはしましたが、随所に鋭いショットが

見られました。本部の運営の仕事も積極

的に行ってくれました。（顧問：立川） 

■男子団体戦＜第３位＞ 

１回戦 岩田 ２－０ 藤蔭 

準決勝 岩田 １－２ 大分東明 

■男子個人戦シングルス 

ＳＦ進出：大戸＜第３位＞  

ＱＦ進出：岡部  

３Ｒ進出：山本、菅野  

■男子個人戦ダブルス  

ＳＦ進出：菅野＆前山、山本＆右田＜第

３位＞  

ＱＦ進出：大戸＆岡部  

団体戦では大分東明と準決勝で対戦。Ｓ

１は勝利しましたが、ＤとＳ２で善戦し

たものの敗退。個人戦では高１・高２と

も３位入賞を果たすことができました。

また、本部の運営にも参加することがで

きました。      （顧問：川元）  

○サッカー部 

岩田 １－５ 大分 

前半にカウンターでまさかの先取点！終

始相手に主導権を握られたものの、粘り

強いディフェンス。前半終了間際の失点

で１－１で折り返し、後半はセンタリン

グに苦しめられて失点を重ねてしまいま

した。暑い中、少ない人数で最後まで頑

張ってくれました。  （顧問：野村） 

○剣道部 

男子団体戦は３名での出場でしたが、個

人戦も含め完敗。この大会に向けて稽古

に励みましたが、技量・気迫など全てに

おいて相手が上でした。相手に勝つこと

は大切、自分に勝つことはもっと大切。

今後も心を磨きながら立ち向かっていく

ことを期待しています。（顧問：阿部）  

○卓球部 

■男子個人戦 

５年佐藤：２回戦敗退 

今回の試合を振り返らせて、各自の課題

を設定させて、秋季大会までがんばらせ

たいと思います。   （顧問：荒金） 

○陸上部 

■男子円盤投：下郡匠斗＜５位＞  

■女子砲丸投：山田理恵＜５位＞  

■男子400mリレー：下郡・馬〆颯吾・恒

川昂大・島ノ江一起＜４位＞  

■男子1600mリレー：伊藤悠起・馬〆・

恒川・島ノ江＜３位＞  

■女子400mリレー：秦香澄・山田・財前

ナオ・得丸亜未＜４位＞  

選手が持ち味を発揮し、男女リレーも各

走者がバトンミスすることもなく良い走

りをしてくれました。（顧問：上久保） 

 

★高校野球部 

全国高等学校軟式野球選手権大分大会  

準決勝 岩田 １９－１ 竹田南  

決勝戦 岩田  ２－１ 津久見＜初優勝＞  

序盤に溝部君のタイムリーと相手エラー

で２点先制。緊迫した試合展開の中、先

発の清田君が粘り強いピッチングを披露

し、相手の反撃を1点に抑え、悲願の優勝

を成し遂げた。  

第60回全国高等学校軟式野球選手権大分

大会  

準決勝 岩田 ６－０ 上智福岡  

決 勝 岩田 １－９ 津久見  

序盤に４点を先制され苦しい展開。３回

に木下君の適時打で１点を返し、その後

も再三チャンスを作るも点を奪えず。８

回に４点を追加され敗退。チームは主将

の本庄君を中心に、全員が最後まであき

らめずに戦った。   （顧問：橋本）  

★高校バスケットボール部 

第46回全国高校選抜優勝大会大分県予

選     

■男子1回戦 岩田 51-88  大分    

■女子1回戦 岩田 47-58  大分東明  

期末考査後という厳しい日程ではありま

したが、男女とも非常に良い経験を積む

ことが出来ました。  （顧問：野田） 

★ギター部 

【管楽班】  

大分県吹奏楽コンクール 

高校小編成部門 ＜銅賞＞  

今年はホルストの名曲にチャレンジしま

したが、序盤のミスをなかなか修正でき

ず。2曲目に挽回しましたが伸ばすことが

できませんでした。次の演奏に向けて基

礎から練習し直したいと思います。 

【ギター班】 

山口ギターコンクール 

合奏部門＜金賞＞   

独奏中級部門：高野周＜銀賞＞  

合奏部門では、細かなミスもありました

が、最も良い出来となりました。最高の

賞をいただきました。独奏部門では高野

君をはじめ4名が挑戦しました。初めての

試みでしたが、高野君が銀賞をいただき

ました。       （顧問：坂本） 

★中学卓球部 

大分県卓球選手権大会大分市予選会 

■男子シングルス 

吉道・荒金とも１回戦はともに勝利。２

回戦は実力はほぼ同じだったが攻めきれ

ず、ともに敗退。10月の新人戦に向け

て，日々の練習にがんばらせたいと思い

ます。        （顧問：荒金） 

 

★県中学校総合体育大会 

○テニス部 

■女子団体戦  

１回戦 岩田 0-3 王子  

■女子個人戦シングルス＞  

３回戦進出：山口  

２回戦進出：小野麗  

雨の中で行われた団体戦では、各ゲーム

で競り合う場面が何度もありましたが、

勝つことはできませんでした。この大会

で中３は中学の大会が全て終了し、今後

は新キャプテンを中心に中２が引っ張っ

ていくことになります。（顧問：川元） 

■男子団体戦  

１回戦 岩田 ３－２ 王子  

２回戦 岩田 ２－３ 豊府  

■男子個人戦シングルス  

４回戦進出：大石、野田  

３回戦進出：木付、山口元  

２回戦進出：平山、久保  

団体戦２回戦では、２－２からの最終

ゲームをタイブレークまで持ち込みまし

たが、最後に力尽きてしまいました。  

中３の意地と中２の負けん気の強さが随

所に見られました。新人戦には新チーム

で臨みます。プレーだけでなく「部」と

しての活動に協力してくれた中３生に敬

意を表します。    （顧問：立川） 

○中学陸上部 

全日本中学校通信陸上大分大会  

中体連市総体で標準記録を突破した５名

が出場。期末考査直後の大会で当日は雨

という状況の中、渡辺宗憲・古城潤が自

己ベストを更新し、安藤賢・・立川倫太

朗・佐藤楓河の３選手も善戦しましたが

自己ベストには一歩届きませんでした。   

          （顧問：上久保） 

○水泳 

大分県中学校水泳競技大会 

2-1在津樹 

50ｍ自由形 決勝６位   

100ｍバタフライ 決勝８位 

よくがんばっていました。新人戦でさら

なる活躍に期待します。（引率：戸畑） 

７～９月部活動の結果報告   特活主任 川元威彦 Page Page Page Page Page Page Page Page 44444444        
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大学指定校推薦について    進路指導主任 後藤慎太郎 

 今回は，2016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。    

    推薦者に選ばれるには，高3時だけでなく，高校生活全てにおいて，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。 

Page Page Page Page 5 5 5 5 

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， 

5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(日)～11/ ５(木) 

政経経済 政治 

  
全体4.3以上または，全体4.0以上かつ英数それぞれ4.5以上 

 ※欠席40日以内 

書類審査面接 

  

11/ 1(日)～11/ 6(金) 

東京理科   理工 土木工 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(日)～11/ 6(金) 

明治       文 英米文 全体4.0以上かつ検定試験条件あり      書類審査面接 10/26(月)～10/30(金) 

法 法律 全体4.0以上かつ英国それぞれ4.0以上他あり      書類審査面接 11/ 1(日)～11/ 6(金) 

経営 全体4.0以上(付加条件あり) 書類審査･小論文･面接 11/ 2(月)～11/ 4(水) 

理工 応用化学 全体3.8以上 化学基礎・化学履修 面接・小論文 11/ 2(月)～11/ 5(木) 

芝浦工業 工(指定学科) 3.7～4.0以上(学科により異なる) 他 書類審査面談 11/ 2(月)～11/ 7(土) 

中央 

 

     

         

    

法 法律 全体4.0以上かつ英4.0以上 書類審査・ 11/ 2(月)～11/ 6(金) 

法 政治学科  講義理解力試験  

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  11/ 2(月)～11/ 6(金)          

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 

面接英語筆記 
11/ 2(月)～11/ 6(金) 

 

理工 全体3.8以上(付加条件あり履修科目) 小論文･面接 11/ 2(月)～11/ 6(金) 

北里   医医医医       全体4.0以上 適性検査・論文・面接 11/ 2(月)～11/  9(月) 

日本 経済，産業経済，金

融公共経済から1名 
全体3.8以上 書類審査・作文・面接       ～11/ 2(月) 

日本女子 理 物質生物科 数学･理科･英語の３教科平均4.0以上，化学基礎・化学または生物基礎・

生物を履修，欠席30日以内 

面接・小論文 11/ 2(月)～11/ 7(土) 

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 他 

 ※欠席40日以内 

書類審査・面接 

(英語・日本語)  
11/ 2(月)～11/13(金) 

  

学習院 文(哲,日,英,独,仏) 全体4.0以上かつ英国それぞれ4.0以上かつ英国の合計8.2以上 書類審査 11/ 1(日)～11/ 5(木) 

東京歯科 歯 歯 歯 歯 全体4.1以上かつ英数理の平均4.1以上,欠席20日以内他 小論文・面接・小ﾃｽﾄ 11/ 2(月)～11/10(火) 

東京都市     工学・知識工 ３名 数理英の合計9.0以上他 書類審査面接 10/22(木)～10/28(水) 

メディア情報    英国数の合計9.0以上他 書類審査面接 10/22(木)～10/28(水) 

都市生活    英国と数または地歴の合計9.0以上他 書類審査面接 10/22(木)～10/28(水) 

玉川    

      

農 生物資源 ①全体3.8以上または，全体3.5以上(付加条件あり) 

②｢生物｣｢化学基礎｣ 
書類審査面接  10/27(火)～10/31(土)   

農 生命化 ①全体3.8以上または，全体3.5以上(付加条件あり) 

②｢生物基礎｣｢化学｣ 

書類審査面接 10/27(火)～10/31(土)   

経営 国際経営 全体3.8以上または，全体3.5以上(付加条件あり) 書類審査面接 10/27(火)～10/31(土)   

教育 教育 

全体4.0以上または，全体3.5以上(付加条件２つあり)  書類審査面接    10/27(火)～10/31(土)   教育 乳幼児発達 

関西 社会 社会学科心理

学 
全体4.0以上または、全体3.6以上(付加条件あり) 書類審査面接 11/ 2(月)～11/ 6(金) 

関西学院 人間科学科 全体3.5以上 書類審査面接 11/ 2(月)～11/13(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，数学Ⅲ，物理，化学履修 書類審査面接 10/16(金)～11/ 2(月) 

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/ 2(月)～11/ 6(金) 

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/ 2(月)～11/ 6(金) 

生命科学   １名 
全体3.6以上かつ数理それぞれ3.8以上(付加条件あり)  書類審査のみ  11/ 2(月)～11/ 6(金) 

薬薬薬薬       １名 

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3.6以上かつ英4.0以上または，全体3.6以上かつ英検2級以上，

または全体3.4以上かつ英検準1級以上(付加条件あり) 

書類審査のみ 

  

11/ 1(日)～11/11(水) 

環境    英国数の合計9.0以上他 書類審査面接 10/22(木)～10/28(水) 

横浜薬科 薬 薬 薬 薬 全体3.8以上 小論文・面接 10/13(火)～10/27(火) 
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↓１年２組 シンデレラ      ↓１年３組 スーパーマリオ     ↓４年４組 ＰＶ ＳＴＡＴＩＯＮ   ↓５年４組 踊って、食って、ドーン  ↓先生代表の弾き語り 

↓体育大会  校旗入場   ↓女子騎馬戦         ↓男子騎馬戦           ↓栄光バレー部のラストラン ↓高３＋α“感動感動感動” 

【その他の指定校推薦大学】 【その他の指定校推薦大学】 【その他の指定校推薦大学】 【その他の指定校推薦大学】 

北海道医療大(歯２歯２歯２歯２)，国際医療福祉大(薬１薬１薬１薬１，福岡保健医療(作業療法１,言語聴覚1,医学検査1))，日本薬科大(薬１薬１薬１薬１)，ものつくり大

(製造,建設合計5),川村学園女子大(合計８)，秀明大(学校教師学３，総合経営，英語情報，観光ﾋﾞｼﾞﾈｽ)，聖徳大(児童３・心理福祉
２・文２・人間栄養１・音楽１)，千葉工業大(合計２)，嘉悦大(ビジネス創造３，経営経済３)，帝京(福岡医療技術)，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２)，東京電機大(未来科学２)，東洋学園大(グローバルコミュニケーション（グローバルコミュニケーション３，英語コミュ
ニケーション３），現代経営３，人間科学３)，日本歯科大(新潟生命歯１新潟生命歯１新潟生命歯１新潟生命歯１)，日本文化大(法３)，武蔵野大(薬薬薬薬)，立正大(地球環境科学
１)，神奈川歯科大(若干名若干名若干名若干名)，関東学院大(理工３)，鶴見大(日本文，英語英米文，文化財，ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ各複数名，歯１歯１歯１歯１)，横浜美術
大(２)，山梨学院大(法２・現代ビジネス２)，松本歯科大(歯２歯２歯２歯２)，朝日大(歯２歯２歯２歯２)，静岡産業大(経営１・情報１)，愛知学院大(経営

1・経済１，歯１歯１歯１歯１)，愛知工業大(工１・経営１・情報科学１)，中京大(総合政策１)，名古屋音楽大(音楽)，京都ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ女子大(日本
文化(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４・法２)，四天王寺大(経営２，その他

１)，太成学院大(人間15・経営５・看護１(女子))，大手前大学(現代社会１，総合文化１，メディア・芸術１，ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ３)，関西福祉
科学大(社会福祉２，心理科学２，健康福祉３，教育２)，羽衣国際大(４)，甲子園大(栄養学４，心理学３)，甲南女子大(１)，近大

姫路(子ども未来１)，岡山学院大(人間生活１)，吉備国際大(合計19)，倉敷芸術科学大(生命医科１，動物生命科１)，広島工業大

(各学科2～3名)，広島国際大(医療栄養，薬，医療経営，心理，医療福祉，総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ各１，保健医療２)，福山大(経済，人間
文化，工，生命工，薬薬薬薬各１)，安田女子大(文３，教育１，心理１，現代ビジネス２，家政３，薬１薬１薬１薬１，看護１)，宇部フロンティア大
(人間社会学若干名)，梅光学院大(文，子どもから１)，徳島文理大(人間生活１・香川薬１香川薬１香川薬１香川薬１)，松山大(医療薬１医療薬１医療薬１医療薬１)，九州情報大(経営
情報若干名)，久留米大(法１，商１)，西南女学院大(英語１・観光２)，第一薬科大(薬１薬１薬１薬１)，日本経済大(１)，福岡歯科大(歯１歯１歯１歯１)，
福岡女学院(人文３，人間関係１)，保健医療経営大(２)，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(人間社会(国際観光２，社会福祉２)，薬１薬１薬１薬１)，西九州大(社会福祉１,子ども１,心理ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ１)，崇城大(工・
情報・生物生命・芸術各若干名)，日本文理大(工・経営経済から４)，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(スポーツ健康福祉２，臨床福祉２，作業療法１・言語聴覚療法１，視機能療法１，臨床工１，薬２，動物生命薬科学２，
生命医科学１)，南九州大(環境園芸・健康栄養各制限なし) 

総務より ～保護者会主催事業について～       総務主任 橋本 隆史 

○「真夏の寺子屋」アンケート集計 

 今年も保護者会主催の学習支援事業「真

夏の寺子屋」が８月１日から９日まで，日

曜を除く８日間行われ、中１～高２の ２００

名が参加しました。２学期に入って参加生

徒全員を対象にアンケートを実施し、うち

１６１名から回答を得ましたので、その結果

をお知らせいたします。 

 まず「『真夏の寺子屋』に参加してよ

かったと思いますか？」という質問に対し

ては，１４０名の生徒が「思う」と回答。ま

た「来年も参加したいですか？」という質

問に対しては１３２名が「参加したい」と回

答しています。 

 学習監督には今年も大分大学医学部の学

生を中心に１７名の卒業生が来てくれまし

た。アンケートでは、２７名の生徒が「何

度も質問に行った」、５４名が「１、２回

質問に行った」と答えており、学習監督の

学生への質問を有効に活用していたようで

す。一方、「質問に行きづらかった」、

「何を質問すれば良いか分からなかった」

と答えた生徒も数名いたことは、来年への

課題ではないかと思われます。 

 また例年、『真夏の寺子屋』の経費は、

総額の半分を本校同窓会である『樟友会』

から補助してもらっています。この場をお

借りして御礼申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

「良かったと思う」と答えた理由（選択） 

・宿題が早く済んだ（８７名） 

・分からない問題が解けるようになった        

               （ ２４名） 

・自宅で勉強するより集中できた（ ７７名） 

・監督者の教え方が上手だった（ １１名） 

○シャトルバスについて 

 ９月１５日（月・敬老の日）好天の下に第

３２回体育大会が開催され、今回も大分川左

岸駐車場と学校を結ぶシャトルバスを多くの

方々にご利用いただきました。駐車場・

シャトルバスともに、利用された皆様のご協

力により混乱もなく運用できましたこと、

この場をお借りして御礼申し上げます。 
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養護教諭 野村めぐみ 

 肌寒い季節となってきました。 

 頭痛・発熱・鼻水など風邪症状のお子さ

んの来室が増えてきました。うがい・手洗

い・マスクの着用を心がけてください！！

また、６年生は受験勉強の疲れから頭痛・

倦怠感などの症状で来室するお子さんが目

立ちます。自己管理をしっかりして、それ

ぞれの夢に向かって頑張ってください！！ 

 

インフルエンザワクチン接種に関するお知らせ 
 以下の日程でインフルエンザワクチンの

接種を実施致します。後日、プリントを配

布致しますので、希望される方は申込用紙

を各クラス担任に提出してください。 

●日時・予定  

・10/22(木)昼休み ６年生（早期受験組）     

・11/10(火)昼休み   

・11/12(木)昼休み  

・11/13(金)昼休み       

・11/14(土)放課後  

・11/17(火)昼休み 

●場所：保健室 

●医療機関：学校医・福光医院 

 

●その他 

＊今年度はワクチン費用が値上がりし、１   

 回3,000円です。13歳未満のお子様で2回 

 接収の場合２回目が2,300円になります。 

＊由布市にお住まいの12歳の 

 お子様には、由布市より 

 一部補助があります。 
  

 

生徒指導部より                生徒指導主任 阿部順三 

■ 冬服更衣に関するお願い ■ 冬服更衣に関するお願い ■ 冬服更衣に関するお願い ■ 冬服更衣に関するお願い 

  ９月２８日より冬服更衣準備期間になりました。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。（完全更衣 １１月～予定） 

 本校では、１８：１０を総下校としています。警察より不審

者への注意喚起もあります。帰宅時間をきちんと守らせ、夕食

はできるだけ家族で一緒にとり、学校生活の話をしながら団欒

の場を設定していただきたいと思います。 

 又、中間考査の成績発送に「お子様が安全に安心してイン

ターネットを利用するために保護者ができること」及び「大分

県からの防犯チラシ」を同封しました。ケイタイ・スマホの利

用にも関心をもち、保護者の役割を確認していただきたいと思

います。何かありましたら些細なことでも担任にご一報くださ

るよう併せてお願いいたします。 

 

 制服・服装の遵守規定制服・服装の遵守規定制服・服装の遵守規定制服・服装の遵守規定 

（１） 服装 

 男子男子男子男子 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。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：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。室内では原則禁止。 

  

 女子女子女子女子 冬服：指定の制服上下。指定のブラウスを着用。 

    注意：ブレザーの下からブラウスのすそやセーター類

のすそや袖を出さないこと。上着のボタンをす

べて留める（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ること。 

      防寒着：男子の規程と同じ 

    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。 

 

（２） 靴について 

    運動靴または革靴（ヒール、ソールが通常のもの）， 

    ブーツ類は禁止。 

 

（３） 頭髪など 

    頭髪を染色したり，付け毛をしたり，パーマをかけた 

    りしてはいけない。ピアスなどの装飾品を身につけて 

    はいけない。また，ピアス用の穴を開けないこと。華  

    美な髪留め類は控えること。化粧をしてはいけない。 

１～6年 

各学年の希望者人数

により決定します。

決まり次第お知らせ

します。 
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  日 時；12月5日（土） 14:45 ～ 17:00（１4:15受付開始） 

  会 場：ラウンドワン大分店 

  ＊詳細・申込用紙は後日、各ご家庭へお送りします 

 ２００名近い志願者で、大変盛り上がっ

た岩田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。入試説

明会と入試日程をお知らせします。 

 ●第１回入試説明会  ●第１回入試説明会  ●第１回入試説明会  ●第１回入試説明会 

   １０月１７日（土）午前１１時～ 

 ●第２回入試説明会  ●第２回入試説明会  ●第２回入試説明会  ●第２回入試説明会 

   １１月１５日（日）午前１１時～ 

   ※第２回は９時３０分～公開授業です。 

   ※事前の申し込みは不要です。 

   ※駐車場はグランドをご利用下さい。 

○中学校○中学校○中学校○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 進学状況などの説明 

  ４ 専願・一般入試各教科の出題ポイント 

  ５ 募集要項等の説明 

  ６  質疑応答 

  ７ 閉会の言葉 

○高校○高校○高校○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 教頭あいさつ 

  ４  ＡＰＵ・立命館コースの説明 

   ５ ＡＰＵ・立命館の魅力 

   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 ～～～～～ ～～～～～ 入 試 日 程 ～～～～～ ～～～～～ 入 試 日 程 ～～～～～ ～～～～～ 入 試 日 程 ～～～～～ 

◆中学入試◆中学入試◆中学入試◆中学入試 

１月 ４日（月） 筆記試験（専願・一般） 

１月 ５日（火）  面接（専願のみ） 

１月 ６日（水）  合格発表 

◆高校入試 ◆高校入試 ◆高校入試 ◆高校入試 

１月１９日（火）  推薦入試 ※同日発表 

２月  ２日（火）  一般前期試験 ※同日発表 

３月２１日（月）  一般後期試験 ※同日発表 

入試説明会のご案内 ～来年度の入試日程も掲載！～ 

↑プレテストに取り組む子どもたち 

↑１１月の入試説明会（昨年度） 

岩田中学校岩田中学校岩田中学校岩田中学校････高等学校 高等学校 高等学校 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 

Fax    097(556)8937 

Email  iwata@iwata.ed . jp 

 O c tob er  2015 e d i t i on 

保護者会からのお知らせ  ～１１月２１日に教育講演会を実施！～ 

 来たる１１月２１日（土）は授業参観

および懇談会が予定されていますが、当

日の午後は保護者会主催の教育講演会が 

行われます。皆様のご参加をお待ちして 

おります。 

講師 須野田珠美氏からのメッセージ 

「あなたのお子さんの夢はなんでしょう？ 将

来、どんな大人になって、どんなことをやりた

いのでしょう？ 

 目先の成績や合格判定に一喜一憂するあ

まり、本来の目的を忘れてしまっていません

か？わが子が失敗して傷つくことを怖れるあ

まり、子供の“夢のタネ”を摘み取っていませ

んか？ 

 早稲田・慶應高合格者数日本一の指導で

広く知られている進学塾・早稲田アカデミー

のユニークな教育の事例をもとに 

『夢を育み、実現させる力の育て方』につい

てお話します。」   
 

講師プロフィール 

 幼稚園教諭を経て、須野田 誠氏（故人）と

結婚、「早稲田大学院生塾」（現：「早稲田ア

カデミー」（東証一部上場））を夫と立ち上げ

る。30年間「本気でやる 

子を育てる」をスローガ 

ンに掲げ、単に、勉強が 

できるだけでなく「仲間 

と切瑳琢磨し、社会に貢 

献する人作りの育成」を 

目的とする夏期合宿など 

ユニークなプログラムを 

展開。 

  後進が育った時点で、 

早稲田アカデミーを引退。専業主婦を経たの

ち、創業間もない結婚相談所・NOZZE（株式会

社結婚情報センター）に入社。。。。婚活アドバイ

ザーとしてゼロからのスタートながらトップ

セールス、営業本部長を経て、2013年代表取締

役に就任。現在社長業にとどまらず、講演、セ

ミナー、執筆活動などで活躍中。 

日 時：11月21日（土）14:00～15:30（90分） 

                  ※13:30開場 

場 所：岩田学園 4号館 2F大講義室 

講 師：須野田 珠美（すのだ たまみ）氏 

（株）結婚情報センター（NOZZE）代表取締役社長 

演 題：「夢を実現する力、仲間と切磋琢磨する力」  

皆様、奮ってのご参加 

  お待ちしています！！ 


