
   

３年生ラストスパート！～ 桜咲くことを信じて ～ 
 多くの３年生が受験する大学入
試センター試験を控え、緊張した
雰囲気の中、３学期が始まりまし
た。始業日にあわせ、ＰＴＡでは
センター試験に向けて心のこもっ
た贈り物を一人ひとりに手渡し、
激励しました。１月１３日の激励
会では進路内定者による寸劇で緊
張をほぐしたり、先生方による力
強い激励の言葉やパフォーマンス
で受験生たちを勇気づけました。

センター試験はこの冬一番の寒さと言われるなか実施されましたが、本校か
らの受験生 134 名は全員無事に受験しました。現在は志望校の門をくぐるた
め、二次入試に向けラストスパートといった日々が続いています。来る４月に
笑顔でキャンパスライフを迎えるために、今しばらくは机に向かい奮闘中で
す。 

 中学３年生の皆さんも、まさ
しく今はそういった状況ではな
いでしょうか。苦しいと感じて
いる人も多いことでしょう。し

かし、今のその努力が無駄になることはありません。志望する高校に入
学する自分を思い描き、あと少し、桜咲くことを信じて全力で駆け抜け
て下さい。 
 

 
 
 
 
 
 

 ２月３日、キャリア教育講演会
を行いました。第一線で活躍する
職業人から話を聞くことで、働く
ことの意義や大切さを理解すると
ともに、夢を持つことの大切さや
それを実現させる方法を学ぶこと
を目的に実施しました。 
 講師の植松氏は、ご自身の経験
を踏まえ、可能性のある子供や若

者に夢を諦めないことの大切さを、講演会等を通じて訴
え続けています。また、可能性を奪う言葉である「どう
せ無理」をなくすことで、世の中からいじめや虐待、暴
力をなくしたいとも訴えておられます。 
 本日もそれらのことを切々と生徒たちに語りかけてい
ただき、卒業間近に迫った３年生にとっては素晴らしい
餞に、１・２年生にとってもこれからの進路を考えてい
くうえで基本的な指針となったことと思います。また、
それ以上に人としての生き方や考え方等、生きていくう
えでとても大切なことを伝えていただき、深い内容の講
演会になりました。 

 ２月３日、如月祭を開催しまし
た。これは卒業する３年生に対し
て在校生が感謝の気持ちを伝え、
また卒業生が後を引き継ぐ在校生
を激励するという杵高恒例の行事
です。 
 まずは、１年生の園田時統君
（稙田）と２年生の賎川千恵さん
（杵築）の送る言葉で会が始まり、
続いて、部活動の後輩達からの
メッセージ動画が上映されました。
それを受け、３年１組の吉野雅人
君（日出）、２組の秋吉佑美さん
（安岐）、３組の阿部玲子さん（杵

築）、４組の岩尾圭亮君
（山香）、５組の高木知
佳子さん（安岐）から在
校生に向けた贈る言葉や
感謝の言葉を述べ、しっ
かりとバトンタッチが行
われました。 

放課後の進路指導室 

贈り物を手渡す保護者 

センター試験前日の激励会 

杵築高校 学校新聞 
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キャリア教育講演会
講師：植松 努氏（植松電機株式会社 代表取締役）
演題：「思うは招く」～夢があればなんでもできる～



 １月１１日（水）、恒例の新春行
事である百人一首大会が開催されま
した。日本古来の伝統行事である百
人一首により教養を高めるととも
に、日本文化の良さを再確認し、新
たな気持ちで新年を迎えることと、
学年やクラスの連帯感、さらに仲間

意識をより高めることを目的とし、例年実施している行事です。 
 １、２年生がクラス毎に５～７名の班に分かれ、１年生対２年生で対戦しました。この日のために全員が百人一首
を可能な限り暗記して臨みました。詠み手の放送部員が上の句を詠むと同時に下の句の札を探す者も多く、各班とも
楽しそうな中にも息詰まる戦いが繰り広げられました。その後集計の時間を利用して、
長年競技カルタをしてきた守山先生（地歴科：地理）と生徒の代表が対戦するエキシビ
ジョンマッチが行われ、大会は更に盛り上がりました。大会の結果は以下の通りです。 
（総合順位）１位…２年３組 （個人順位）１位…埋田  凪(２年・杵築)  
      ２位…２年２組       ２位…藤田 美優(１年・日出) 
      ３位…２年１組       ３位…姫野 綾香(１年・日出) 
                     ４位…藤内 風香(２年・杵築) 
                    ５位…阿部 真実(２年・日出) 
       
        
 
第 25 回国際高校生選抜書展 
 入選 矢野栞奈(３年･宗近)・田坂真莉子(２年･杵築) 
第 53 回全国競書大会 
 金剛峯寺賞 横川 美公(２年･宗近) 
       矢野 真希(１年･国東) 
全九州高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会 
 77 ㎏級 ４位 藤原 周平(２年･杵築) 
 94kg 級 ４位 相部 一郎(２年･武蔵) 
第 38 回九州高等学校放送コンテスト（ラジオ番組部門） 
 奨励 池田 もも(１年･杵築)･板尾 春菜(１年･宗近) 
    河野 佑紀(１年･日出)･伊東 蒼未(１年･杵築) 
    加藤 優(１年･宗近)･橋本 美玖(１年･別府北部) 
    森  茉紘(１年･杵築)･麻生 絵梨奈(1 年･宗近) 
  （全国高校総合文化祭みやぎ総文 出場権獲得） 

 
 
第 29 回大分県高等学校競書展大会 
 硬筆 大分県議会議長賞 鹿嶋 ひかり(３年･宗近) 
    高教研書道部会賞 廣瀨 憲人(１年･大神) 
             辰已 七海(１年･大神) 
    推 奨      梅田 瑛梨香(２年･杵築) 
              古川 なつ実(２年･武蔵) 
             横川 美公 
 毛筆 高教研書道部会賞 吉野 雅人(３年･日出)  
             矢野 真希 
    推 奨      梅田 瑛梨香･古川 なつ実 
             横川 美公 
第 42 回大分県アンサンブルコンテスト 
                  〔サクソフォン５重奏〕  
 金賞 竹村  雫(２年･宗近)･小谷 優生音(２年･日出) 
    千葉 知慧(２年･大神)･伊藤  真（１年･山香) 
    木下 佳穂(１年･杵築) 
大分県高文連ブラスカーニバル 
 銀賞 

 第 65回高文連美術･書道･写真中央展 
        （美術･工芸の部） 
  映像 最優秀賞 
     今里 優作(２年･大神) 
 （全国高校総合文化祭みやぎ総文   
        出場権獲得） 
 
  工芸  優秀賞 
    財前 安奈 
  (２年･杵築) 
 （九州高文連 
  美術･工芸、 
  書道、写真展   
  出場権獲得） 
  
  デザイン 優良賞 
     山下 瀬菜(２年･杵築) 
  
 第 44 回全国高等学校選抜卓球大会 
                 大分県予選会 
  男子シングルス２位 片山 知哉 
                     (２年･日出) 
         ３位 廣瀨 憲人 
                     (１年・大神) 
         ４位 江藤 恭昭 
                     (１年・杵築) 
  女子シングルス２位 豊田 里穂 
           (２年･山香) 
         ３位 矢野 杏奈(２年･宗近) 
         ４位 佐藤 友香(１年･杵築) 
 
 第 39 回全国高等学校柔道選手権大会大分県大会 
  男子 81 ㎏級 ３位 髙橋 俊樹(２年･朝日) 
  女子 57 ㎏級 ３位 岩永 美紀(２年･三光)  
 第 13 回冬季高等学校テニス選手権 
  女子シングルス６位 木村寧々(２年･宗近) 
  女子ダブルス ５位 木村寧々･河野玖美(２年･安岐) 
 第 10 回 SRIXON CHALLENGE CUP（1 年生大会） 
  女子団体 ３位 
 第 55 回大分県読書活動コンクール 
  感想文 優秀賞 緒方 真優(３年･日出) 
      優良賞 伊東 紗良(２年･山香) 
          八木 楓花(１年･山香) 
  感想画 優良賞 古長 里穂(３年･大神) 

財前さんの作品 

百人一首大会 
   in 杵高 

各種大会等の入賞者を紹介

放送部 全国切符を手中に収めた１年生部員 


