
6 月 16 日(月) 集団面接練習 (２) ７月 ８日(火)-1０日(木) ７月 AT 

 18 日(水) 集団面接練習 (３)  12 日(土)- 13 日(日)進研記述模試 

 21 日(土) 土曜講座  18 日(金) 授業終了日 

 24 日(火) 体育大会  19 日(土) 土曜講座 

 26 日(木) 体育大会予備日  20 日(日) 代ゼミ模試（希望者） 

７月 １日(火) センター試験 200 日前  2１日(月) 夏季補習開始 

 4 日(金) アセンブリ  25 日(金) 学年保護者会 

 5 日(土) 土曜講座  ※補習・特別講座日程は進路カレンダー参照 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

☆学年主任より☆ 

大分県立別府鶴見丘高等学校 第３学年 学年通信 

                                     

                                   

                                   

 

『感動をありがとう』 
第５号でも予告しておきましたが、今回は高校県総体の特集をさせていただきました。各部活動の

キャプテンが「思い」を語ってくれていますので、ご一読いただければと思います。ますば、インタ

ーハイ出場を決めたバレーボール部と新体操部に、心よりの祝福をしたいと思います。私もバレーボ

ール部の応援に行かせてもらいましたが、１セットを取られたところから粘りを見せ、逆転をした姿

には感動をさせられました。この“粘り”が鶴見なんだと見ていながら感じさせられました。惜しく

も、全国・九州へは行けなかったけれども、というチームも本当に良く頑張ったと思います。手前味

噌になりますが、私の指導する剣道部も実力では格段に上のチームと堂々とわたりあって、監督席か

ら子供たちを見ながら涙が出そうになりました。竹刀も見たことがなかった高校から始めた生徒が、

一生懸命に相手に立ち向かっていく姿を見ながら、若者の無限に広がる可能性や、直向な純真さのよ

うなものを改めて感じた次第です。全ての部活動で、こういったドラマが展開されたのだと思ってい

ます。野球と吹奏楽はまだ先がありますが、殆どの部活生が、さぁ、いよいよ受験一色の始まりです。

我々も、生徒と共に全力で突っ走りたいと思っていますので、宜しくお願い致します。 

学年主任 岡本 秀一 

第 6 号 

2014 年 6 月 16 日 

学年主任 岡本 秀一

☆今後の日程☆ 各行事の詳細や変更は HR 等で説明します。毎月行事予定表も配付されています。 

         
 
 

       6 月 1 日からの 3 日間を中心に開かれた「第 62 回大分県高等学校総合体育大会」。 

各部とも、「学力と人間性を兼ね備えたタフな鶴高生」の名にふさわしい戦績をあげました。３年生選手

関連の表彰された部は、新体操部、バレーボール部男子、バドミントン部男子、バドミントン部女子、弓道

部女子、ラグビー部です。（表彰者の詳細は学校 HP に掲載されています。）その他、惜しくも入賞は逃しま

したが、陸上部を始めとして、多くの部が決勝進出や自己ベスト更新などの善戦を果たしました。 

 そんな熱い戦いを終えた皆さんの、熱い想いを聞いてみました。（第 2 面に続く・・・） 

CONGRATULATIONS! 
 



 

バレーボール：後藤 翔さん 

 
 

 

卓 球： 岩田拓朗さん 

          

バスケットボール：平野裕大さん

 

バスケットボール：市原秀美さん 

 

バドミントン： 藤田祐大さん 

 

バドミントン： 田中 紫苑さん 

          

サッカー： 今山俊樹さん 

         

ラグビー：  

高田雅央さん 

 

テニス  ： 安部太貴さん 

 

陸 上 ： 嶋 大興さん 

          

弓 道 ： 田中駿人さん 

         

弓 道  ： 山口紗苗さん 

          

新体操 ： 和田晏奈さん 

 

剣 道 ： 髙松那緒さん 

         

多くの部活動生が県総体で３年間の

活動を終えました。その一方で、上級大

会やこれから始まる大会・コンクールに

向けて練習を続けている部があります。

また、9 月の鶴嶺祭でその活動成果を発

表する部もあります。 

それぞれの部活動生が秘めた想いは

様々だと思いますが、来春、自分の夢の

第一歩を実現させるため、限られた時間

を、精一杯、前向きに 

過ごしていきましょう。 

別府鶴見丘高校 HP ☞ http://kou.oita-ed.jp/bepputurumigaoka/ 

各部代表の言葉 part１

「部活を終えて」部活が

終わった今、達成感に満

ちています。一年間キャ

プテンとしてチームを

まとめることで自分が

成長でき、多くの経験を

することができました。

これからの生活に活か

していきたいです。 

「今までの自分と 

これからの自分」

私は今まで部活を理

由に勉強を避けてい

ました。 後の県体で

３位という結果を残

せ、部活にも一区切り

ついたので、これから

は勉強から逃げず、真

正面から勉強に向き

合いたいです。 

「挑戦」県総体は仲間

を信じる気持ちと、絶

対に勝つ！という強

い気持ちで臨みまし

た。練習してきたこと

をしっかりと出すこ

とができ、次に繋がる

良い試合ができまし

た。九州大会でも 大

の力を発揮できるよ

う頑張ります。 

「県総体を終えて」 

今回の県総体では、自分

たちで考えて練習して

きました。課題を克服す

るために一人一人が努

力して、試合当日には勝

ち負けでは無く内容に

こだわり、優勝する事が

できて良かったです。 

「受験モードになる」

県総体が終わり、残

念です。しかし、気

持ちを切り替えて

第一志望校に合格

できるよう、勉強に

頑張っていきたい

です。 

「総体が終わって」 

私たちの試合相手は

強豪校で厳しい試合

になりましたが、ｸﾗｽ

ﾒｰﾄや家族、先生方の

応援のお陰で 後ま

で全力で戦うことが

できました。応援あり

がとうございました。 

「大会を終えて」 

今回は試合内容に納

得できませんでした

が、気持ちを切り替

え残り少ない試合を

大切にしていきたい

と思います。勉強も

同じ気持ちで 後ま

で納得いくものにし

たいです。 

「高校 3年間で思った事」

当たり前のように部活を

していますが、多くの方の

協力と応援があるからこ

そ、当たり前に練習して試

合に出る事ができます。感

謝の気持ちを忘れずに生

きていきたいです。応援あ

りがとうございました。 

「感謝」 

引退後、今までチーム

メイトや保護者の方、

先生方、多くの人に支

えられ応援されていた

事に、改めて気付かさ

れました。それだけで

サッカーを続けてきた

意味があったなあと感

じました。 

「次なる目標へ」 

先日の県総体は多少悔

いの残る結果となりま

したが、 後は笑顔で

終えることができたの

で良かったです。受験

は悔いを残さないよ

う、大切な仲間と共に

頑張っていきます。 

「この悔しさを『次に』」 

陸上部は多くの部員

が準決勝、決勝に進出

し、部として大きく成

長できました。しか

し、僕個人は非常に悔

しい結果です。高校陸

上は終わりですが、こ

の悔しさは次のステ

ージで晴らします。 

「思い出の一本」 

県総体は３日間だけで

したが、そのためにし

てきた練習は大変なも

のでした。この 3 日で

終わってしまうと思う

と、どういう風にすれ

ば良いか不安でした

が、楽しむ事ができま

した。 

「一致団結」 

インターハイ出場に

向け、全員で支え合

い、 後まで諦めずに

戦い抜くことができ

ました。3 位という悔

しい結果でしたが、こ

のメンバーで弓道が

できて本当に良かっ

たです。 

「精神力を活かして」

３年生にとって 3 年

間の集大成としての

大会に臨みました。

色々なことがありま

したが、終えた今は、

とてもスッキリして

います。剣道で培った

精神力で受験を乗り

切りたいと思います。


