
   

 １１月４日（金）、天候に恵まれ、とても良いコンディションのも
と、強歩大会が開催されました。この強歩大会は体育の授業で身につけ
た持久力を発揮するとともに、自己の体力に応じて長い距離を完走（完
歩）することによる達成感を体験することを目的に毎年この時期に実施
しています。 
 男子は２３ｋｍ、女子は１６.５ｋｍのコースに挑みました。参加した
生徒は自分のペースで走ったり、あるいは歩いたりして、爽やかな汗を
流しました。沿道では保護者や地域の方々よりミカン等の差し入れに加
えて、心温まるご声援とともに生徒たちを応援していただきました。ま
たゴール後は、恒例となった保護者の方々からの心のこもった豚汁の炊

き出しも行われ、生徒たちは
その美味しい味に舌鼓を打ちな
がら、疲れた身体を癒やしまし
た。 
 今年も大きな事故もなく無事
に強歩大会を終えることができ
ました。生徒たちにとっては、
また一つ良き思い出として心に
刻み込まれた行事となりまし
た。 
 上位入賞者は次の通りです。 

 【男子】 
 １位 高橋 龍介（２年・宗近） 
   ※１時間３５分３７秒 
 ２位 中根 龍馬（２年・杵築） 
 ３位 有馬 実輝哉（２年・安岐）   
 ４位 河野 凜太郎（１年・日出） 

５位 伊藤 新朔（２年・日出） 
 【女子】 
 １位 後藤 優香（２年・山香） 
  ※１時間３１分３２秒 
 ２位 土谷 菜月（２年・安岐） 
 ３位 阿部 恵夢（１年・杵築） 
 ４位 藤内 風香（２年・杵築）  
 ５位 清末 智美（３年・杵築） 

 

 後期生徒総会 
 

 １０月２８日（金）、後期生徒総会が開催されました。資格確認、そして議長が選出され、

各専門委員会より活動目標や活動内容が提案されまし

た。継続審議となり、執行部でもう一度検討する議案も

ありましたが、各専門委員会の活動内容等は賛成多数で

承認されました。 

 後期生徒会は、来年の自分につなげるために、精神

面、学習面においてワンランク上へ進みたいという思い

で、「進」を統一スローガンに掲げました。このスロー

ガンのもと、寺田生徒会長を中心に杵高生がワンランク

アップできるよう積極的な活動を期待します。 

後藤さん 
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 本校は今年度、『斌』（文と武の調和のとれた人間の育
成）を学校教育目標に定め、自己の在り方・生き方を自
らの力で決定できる生徒の育成を目指すべく、「学びの充
実、深化」、「文武両道の遂行」を重点目標とし、日々の

教育活動を行っています。この度、これを評価するための「学校満足度アンケート」を生徒並びに保護者の方に実施
しました。その結果、下記のとおり、おおむね高い評価をいただきました。しかし、一部改善が求められる項目もあ
ります。また、意見や要望についても全職員で共有し、検討しています。学校では今回の結果をもとに、更に充実し
た教育活動を目指したいと考えています。 
 下の表は生徒のアンケート結果です。紙面の関係上、一部のみ掲載しています。 

       学校生活満足度アンケート結果（生徒）            H28.10/11～10/14 実施    

④：とてもそう思う ③：そう思う ②：どちらかというとそう思わない ①：そう思わない △：わからない 
 

   
 
 
                             
      【県新人大会等の結果】※青文字は九州大会へ出場 
 
 〔体操部〕男子団体 優勝 
   木村 颯太 （１年・大在） 個人総合・ゆか・つり輪 … 優勝 
                 あん馬・平行棒 …２位、跳馬 …３位 
   安東 明日輝（２年・城東） 平行棒 … 優勝 
                                個人総合・ゆか・跳馬 …２位 
                                あん馬・つり輪 …３位 
   神田 悠輔 （２年・城南） あん馬・跳馬・鉄棒 … 優勝 
                                個人総合・平行棒 …３位 
   木村 優太 （２年・大在） つり輪・鉄棒 …２位 
   古野 裕也 （１年・稙田南）鉄棒 …３位 
 
 〔剣道部〕男子団体 準優勝 
   男子個人 ５位 矢野 晴紀（２年・杵築） 
 
 〔ウエイトリフティング部〕団体３位 
   ６２kg 級 ２位 佐藤  匠（２年・日出） 
   ７７kg 級 優勝 藤原 周平（２年・杵築） 
   ８５kg 級 ２位 田坂 飛竜（１年・宗近） 
   ９４kg 級 優勝 相部 一郎（２年・武蔵） 
 
 
 〔卓球部〕男子団体３位 
      女子団体３位 
 
 〔テニス部〕女子団体３位 
 
 〔空手道部〕 
   女子個人 組手３位・形５位 
        杉安 玲南（１年・杵築） 

〔柔道部〕 
  男子７３㎏級 ３位 石田 真也（１年・大蔵） 
  男子８１㎏級 ２位 髙橋 俊樹（２年・朝日） 
  女子５７㎏級 ３位 岩永 美紀（２年・三光） 
 
〔将棋部〕 
  個人 ４位 岡嵜 冬弥（１年・武蔵） 
  個人 ６位 定村 悠佑（２年・安岐） 
 
〔放送部〕第 38 回九州高校放送コンテスト大分県大会 
  ラジオ番組部門 優良賞 １年生部員８名 
  アナウンス部門 奨励賞 西村 七海(２年・安岐) 
              麻生 絵梨奈(1 年･宗近) 
   朗読部門    奨励賞 池田 もも(１年・杵築) 
              河野 佑紀(１年・日出) 
 
  ＤＶＤスリー部門（会場生徒の人気投票）最優秀賞 
     ※十王祭で 2年 4組が作成した作品 
 

   
                 【九州大会の結果】 
  
 〔第 40 回全九州高等学校音楽コンクール〕 
    打楽器部門 金賞 河野 翔磨（３年・山香）  
 
 

 
〔全九州高等学校新人陸上競技大会〕 
  男子八種競技 ２位 安部 将人（２年・山の手） 

相部君

アンケート実施しました

部活動生の活躍

体操 男子団体４連覇、 剣道 男子団体準Ｖ 

評価項目 具体的な評価内容 ④+③ ②+① △ 平均
私は、杵築高校で学ぶことに満足している。 92.5% 4.7% 2.9% 3.4
私は、学校生活を通して人間的に成長しつつあると感じられる。 91.6% 3.8% 4.7% 3.4
｢朝講座｣・｢土曜セミナー｣は、自分の学力養成に役に立っている。 72.5% 20.3% 7.2% 3.0
杵築高校の先生は、一人ひとりの学習に気配りしてくれる。 87.8% 7.5% 4.7% 3.2
図書館は、図書や資料がよく整理されており、学習環境が整っている。 80.6% 4.3% 15.1% 3.4
生活規律(挨拶、遅刻、服装頭髪等)に関する先生の指導は納得できる。 88.9% 9.5% 1.6% 3.3
杵築高校は清掃がよく行き届き、快適に過ごせている。 80.1% 16.7% 3.2% 3.1
先生は、進路目標達成に向けて熱心に指導をしてくれる。 92.1% 4.3% 3.6% 3.5
進路に関する体験学習（大学出前講座、インターンシップ等）は、進路選択に役立っている。 89.8% 5.2% 5.0% 3.4
学校行事(十王祭、強歩大会、クラスマッチ等)は充実し、楽しい。 95.3% 2.9% 1.8% 3.6
杵築高校は、学習と特別活動（部活動、生徒会活動等）を両立させようと努力している。 88.2% 8.1% 3.8% 3.4
私は杵築高校で、安心・安全な学校生活を送ることができている。 94.1% 2.3% 3.6% 3.5
先生は、悩みや相談に親身になって応じてくれる。 88.7% 4.7% 6.6% 3.3

人権教育 学校は、生徒一人ひとりの人権(差別をしない、一人一人大切にする等)に配慮している。 90.1% 5.7% 4.1% 3.3
施設・設備 学校には、充実した学校生活が過ごせるだけの施設・設備が整っている。 90.1% 5.9% 4.0% 3.3

特別活動

健康・安全

全般

学習活動

生活指導

進路指導


