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由由 布布 高高 だだよよりり 

1年間の締めくくりをしっかりやって、希望の春を待ちましょう。 

３月１日（火）、第６１回 卒業式が行われました。平成

２５年度入学の３年生１０６名（男子４６名、女子６０名）

が思い出がいっぱい詰まったこの学び舎を元気に巣立っ

ていきました。壇上で江川校長から一人ひとりに手渡され

た卒業証書を、みんなは胸を張って受けとりました。 

在校生代表の一尾 佳史君が先輩への感謝と尊敬を込め

た送辞を、卒業生代表の山中 樹奈さんが、これまでの３

年間の思い出とともに、自分たちを支えてくれた地域の

方々、先生方、そして保護者に感謝の気持ちを送り、これ

からの自分達の夢や目標や決意を述べました。 

卒業生全員のご活躍とご健勝をお祈りします。 

 

3月・4月の行事予定 

3月                    4月  

1２日(土) サタスポ(1・2－１)         ８日(金) 始業式   

14日(月) 合格者登校日            11日(月) 実力考査 

15日(火) 第 6回専門委員会         12日(火) 入学式 

17日(木) 二次入試              13日(水) 文字力テスト  課題考査(1年) 

18日(金) 合格発表         

22日(火) 合格者登校日        

24日(木) 終業式 

30日(水) 離任式 



 

3年間ガンバりました！ 
［校内表彰］ 

☆３カ年皆勤賞 

   清藤俊文 下村萌々花 半澤奈々 日野佑希 安部有希 梅野愛理 桑名光泰 篠田 葵 下津海斗   

中武千乃 日野晟吾  野浦里紗 日野杏香 吉田希歩 岩尾美麗 河野朱里 仲元寺 陸 東海林香奈   

日野巧巳  池辺隆人 武田知隼  鶴岡和幸 堀  郁 山田 愛 

☆文字力大テスト ３年間 成績優秀者表彰   

第１位 山中樹奈 第２位 篠田 葵 第３位 山田 愛 第４位 安部皇伽 第５位 下村萌々花 

第６位 麻生彩花 第７位 二保昌宏 第８位 和田聡一郎 第９位 河野朱里  

第 10位 松下玲美・吉田希歩  

 ☆図書館多読者表彰（３年間）  

第１位 中嶋洋希 第２位 工藤湧士 第３位 平畑由稀 第４位 横山亜衣菜 第５位 仲元寺 陸 

［外部団体による表彰］ 

☆全国商業高等学校協会 卒業生成績優秀者表彰  ・中津留樺乃 

☆大分県高等学校教育研究会商業部会 部会長表彰 ・東海林香奈  

☆平成 27年度公益社団法人大分県体育協会表彰 スポーツ功労者 団体の部 

                         由布高等学校 射撃部(三浦 哲 竹中明成 高野和也） 

 ☆平成 27年度公益社団法人大分県体育協会表彰 スポーツ功労者 個人の部 

                         ・工藤湧士     ・山田 愛  

 ☆平成 27年度公益社団法人大分県体育協会スポーツ優良生徒 ライフル射撃競技 

   ・工藤湧士 ・三浦 哲 ・秀平拓海 ・清藤俊文 ・山内雄大 ・山田 愛 ・幸野真唯 ・髙橋 笑  

☆平成 27年度大分県高等学校体育連盟スポーツ表彰 優秀選手賞 ライフル射撃 

                         ・工藤湧士   ・山田 愛  ・ 三浦 哲 

 ☆第 67回大分県書写書道展   硬筆の部 金賞  ・服部史歩 

［平成 27年度 資格取得奨励金取得者表彰］ 

・日本漢字能力検定   ２級 和田聡一郎 山中樹奈 

・日本漢字能力検定  準２級 高橋 笑  西村 凌  油布佳大 川野大地 鶴岡和幸 中津留樺乃 

・日本漢字能力検定   ３級 今井友美  江藤ふうか 清田祐介 

・実用英語技能検定  準２級 古長卓実  髙橋 笑  

・実用英語技能検定   ３級 清藤俊文、山内雄大 

・実用数学技能検定  準２級 山内雄大 

３級 今井友美 讃井 愛 

・全商ビジネス文書検定 １級 東海林香奈 

・全商ビジネス文書検定 ２級 賀来ほのか 池辺隆人 筧万里奈 讃井 愛 田邉淳美 鶴岡和幸 

  中津留樺乃 服部史歩 平川奈実 三浦 哲 山田 愛 

・全商ビジネス文書検定 ３級 安藤菜々瀬 井上梨香 岩尾美麗 浦本志織 衛藤花菜 太田晴菜 川合夢結 

      北田彩華 工藤健太 後藤仁美 近藤大晴 瀬戸菜未 武田知隼 堀 郁 山本千夏 

・全商情報処理検定   ２級 東海林香奈 池辺隆人 筧万里奈 幸野真唯 讃井 愛 田邉淳美 中津留樺乃、 

服部史歩  平川奈実 三浦 哲 山田 愛 山本千夏 

・全商情報処理検定   ３級 工藤健太 秋吉遥菜 江藤彩音 清田祐介 幸野真唯 廣實直樹 

・全商簿記検定     ３級 東海林香奈 秋吉遥菜 川野大地 工藤麻衣 讃井 愛 田邉淳美 平川奈実  

三浦 哲 山本 千夏 

・全商珠算電卓検定   １級 中津留樺乃 

・全商珠算電卓検定   ２級 岩尾美麗 賀来ほのか 東海林香奈 秋吉遥菜 池辺隆人 江藤彩音 筧万里奈 

川野大地 工藤麻衣 幸野真唯 讃井 愛 武田知隼 田邉淳美 鶴岡和幸 

中津留樺乃 服部史歩 平川奈実 廣實直樹 三浦 哲 山田 愛 山本千夏 

・全商珠算電卓検定    ３級 内田隆ノ介 清田祐介 武田知隼 廣實直樹 

・全経電卓計算能力検定 １級 江藤彩音 

・全経電卓計算能力検定 ２級 大野優斗 江藤彩音 川野大地 工藤麻衣 幸野真唯 讃井 愛 田邉淳美 

 中津留樺乃 服部史歩 平川奈実 山田 愛 

・全経電卓計算能力検定 ３級  池辺隆人 

・色彩検定       ２級  筧万里奈 


