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体育大会2020 超戦
第69回 県高校英語暗唱大会
第30回 桂むき大会
Victory

おめでとう!
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体育大会2020“超戦”
11月11日（水）この日を待っていたかのような秋晴れの中、楊志館高等学校体育大会が大分市営陸上
競技場という最高の舞台で開催されました。
未だ終息を見せない新型コロナウイルスへの対策を考慮し、今大会に向けた互いのフィジカルディスタ
ンスやマスク、手袋の必須条件を守りながら全員が各競技に挑みました。
美しく整備された競技場内にはその競技ごとに生まれる笑顔や感動を晴れ渡る青空も温かく見守るように
後押しを続け、生徒たちの顔も一日中輝き続けていました。
３年生にとっては高校生活最後の体育大会でしたが、思い出深く刻み込まれた時間になったことでしょ
う。皆の頑張りによって生まれた「感動」がやがて互いへの「ありがとう」と「感謝」の言葉へ変わって
いく。そんな瞬間に巡り会えたことを、どこか誇らしく思える体育大会となりました。

クラス対抗リレー ３年男子
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クラスのプライドをかけた戦い

綱引き １年女子

せーのっ！

玉入れ ２年男子女子

100m走 １年男子

よーく狙って！

ゴールまであとちょっと！

クラス対抗リレー ３年女子

２年女子

ラストスパート！

準備万端です！

優勝旗授与

今年の優勝は紅軍でした。

クラス対抗リレー結果
優 勝 準優勝 ３位
１年 男子 1Me2 1Me1 1L1
女子 1C
1AB 1K1
２年 男子 2Me1 2Me2 2K1
女子 2W
2K1
2L2

応援団全員集合！

３年 男子 3Me2 3J
女子 3AB 3J

ラケットリレー結果
（男女混合）

優勝
１年 1W
２年 2W
３年 3AB

準優勝
1K2
2L1
3E

３位
1L2
2Me2
3K1

3K1
3L2
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本年度の体育大会はコロナ禍という状況を踏まえ、時期、場所、内容について楊高生
全員の安全、安心を最優先のもと11月11日（水）に実施が叶いました。紅・白軍の応
援団も例年とは違い、紅軍２つ、白軍２つの４つの応援団に分かれ、様々な制限がある
中でそれぞれの特長を活かし、思いを込めた体育大会にしてくれました。
その体育大会をやり遂げた団長（リーダー）たちからのメッセージを紹介致します。
『４人（４つ）のありがとう』
紅軍１

団長

3W 安藤

二由華

今回の体育大会は、例年とは違った内容で

白軍１

団長

3J 帶刀

優斗

私は今回団長という立場になり、学年を越

行われ、応援団も紅軍白軍の２つだけでなく、

えた３学年の一体感を感じることが出来まし

紅軍２つ、白軍２つの計４つの団に分かれる

た。団長に決まってから体育大会の１ヶ月間

形となりました。団長である私の団員は、

という限られた時間の中、応援団のみんなも、

17人という少人数で、当日行われる応援合

各自で応援練習をしなくては間に合わない状

戦に向けての練習をスタートさせることとな

況でした。時間が足りないという焦りからか、

りました。

みんなの仲も崩れかけたこともありました。

私の団が決めた応援合戦での目標は「勝ち負けではなく精一
杯楽しもう」ということでした。
しかし、団が結成されてから、体育大会まで１ヶ月しかなく、

そんな困難を乗り越え、たった一度しか色別集会での全体練
習が出来なかったにもかかわらず、３学年全体が積極的に取り
組み、想像以上の団結が生まれました。

様々な練習をするには時間に余裕が無いことで、自分の中に少

体育大会当日には、もちろん不安もありましたが、みんなが

しずつ不満が積み重なってきました。そんな時、私以外の団員

一つとなった団結力を信じ、応援合戦に挑みました。パフォー

みんなが弱音も吐かず、ひたすら練習に励んでいる姿を見て、

マンスが始まると、不安どころかみんなの顔は自信に満ち溢れ、

みんなと同じ団員であることに、改めて誇りを感じさせられま

それぞれの感動が波のように体中に伝わってきました。たった

した。

一度の全体練習で、たった一度しかない応援合戦というチャン

時間の都合で、全体が揃っての練習も一度しか行えませんで

スに、こんなに素晴らしいみんなと共に挑み、過ごせた時間は、

したが、各団員の見えない努力の継続が実り、応援合戦優勝と

私の高校生活に最高の思い出という宝物を与えてもらった気が

いうご褒美を頂くことが出来ました。

します。

私は３年間最後の体育大会を団長として参加できたことや、

団長として過ごせたこの経験に対して、胸を張ってみなさん

更に優勝という結果を残せたことは、この団員のメンバー達と

に心からの声を届けたいと思います。みんなに届け

一緒でなければ絶対に成し遂げられなかったと思います。

が・と・う！

あ・り・

今年はコロナ禍という中での体育大会となりましたが、私自
身、本当に大切な多くのことを学ぶことが出来ました。そして、
困難な状況にもかかわらず、体育大会を開催して頂いた先生方

白軍２

団長

3L1

日埜

隼斗

への感謝と共に、精一杯頑張ってくれた多くの仲間達に思いを

私が団長に決まり、体育大会までの１ヶ月

込めて最後に大切な５つの文字を送りたいと思います。「ア・

の間、最初に耳にしたのは「コロナ禍の中で

リ・ガ・ト・ウ‼」

の体育大会は心から楽しめない」、「不安で力
が発揮できない」などの周りの声でした。私
は「何とかしなければ」と考えていた矢先、

紅軍２

団長

3Me2 赤峰

杏蒔

急病で入院してしまいました。私がいない間は、副団長を中心

今年の体育大会は、新型コロナウイルスと

に他の団員たちが頑張ってくれていたので、入院中も心強い仲

いう思いもよらない大敵による影響を受け、

間たちを信じて過ごすことが出来ました。無事に退院をした私

心の中では「過去最低の体育大会になるので

は、大会プログラムにある応援合戦に、どうしてもこの団員達

は?!」と心配していました。

みんなで勝ちたいという強い気持ちで練習を重ねました。

しかし、本番を迎えた楊高生全員は全く
違っていました。いま発揮できる可能な限り
の思いを、一瞬一瞬に力一杯にぶつけるその姿は、私の３年間
最後の体育大会として、これまでにない過去最高の行事となり、
良き仲間達との時間と、素晴らしい思い出を心の中に深く刻む
ことが出来ました。
団長として引っ張っていく立場の私が、みんなの熱い思いに
支えられて、心が震える最高の一日となりました。
こんなに大きな感動をくれたみんなへ。本当に有難うござい
ました。
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練習中にはぶつかり合ったりしたこともありましたが、本番
が近づいてくるとともに一丸となっていきました。
本番当日はプレッシャーでいっぱいでしたが、私たちのそれ
までやってきた練習の成果を精一杯出し切りました。
最終的に、望んでいた結果とはなりませんでしたが、みんな
の顔は応援合戦で優勝を勝ち取るよりも、もっと輝いているよ
うに見えました。この思い出は、私の高校生活で一番の誇りと
して持ち続けたいと思います。
そして、これまで一緒に頑張ってきた全員に伝えたい言葉が
あります。みんな大切な思い出を〜ありがとう‼〜

第69回県高校英語暗唱大会が５日、大分市の県教育会館で

行われました。県内16校から28人が出場し、練習の成果を競
いました。

本校からは湯地響己さん（2AB/庄内中出身）が出場しました。

湯地さんは『いとし子よ』（永井隆 著）の一節「鳩と狼」の英
文を制限時間の３分で暗唱。手ぶりや身ぶりを交えながら表現
していました。

第30回 桂むき大会
楊志館高等学校、国際交流会館３階の調

理実習室で、10月27日（火）第30回桂む
き大会が行われました。この大会は本来１
年生の３月に実施予定だったもので、新型
コロナウイルス感染症の影響に伴い、延期
になっていました。

制限時間 （20分） 内に直径８センチ長さ

優勝 岩﨑

右恭さん（2K2・鶴崎中出身）

4.12m

３位 利光

晃輝さん（2K1・原川中出身）

2.45m

２位 犬丸
４位 佐藤

滝也さん（2K1・山の手中出身） 3.11m
夏音さん（2K2・大東中出身）

2.31m

10センチほどの大根を、長く薄くむける ５位 山崎 優衣さん（2K2・臼杵西中出身） 2.13m
かを競いました。競技が始まると、静まりかえった調理実習室には、包丁と大根を

握り一点に集中する生徒たちの気魄と緊張した空気が張り詰めた時間が流れました。

Victory

令和２年度大分県高等学校新人大会

陸上競技部（日時：９月18日・19日/大分市営陸上競技場）
男子

１００ｍ
４００ｍ
４００ｍＨ
走り高跳び
八種競技

４×４００ｍＲ

女子４００ｍ
８００ｍ
４×４００ｍＲ

第４位
第６位
第２位
第５位
第３位
優 勝
第２位
第７位

吉田 龍矢（２Me１/都野）
１１秒２２
坂本 雄哉（２Ｋ１/鶴見）
５０秒８８
坂本 雄哉（２Ｋ１/鶴見）
５６秒２７
井村 智樹（２Me１/浜脇）
５８秒７９
中津留渉也（２Me１/稙田）
１m８５cm
中津留渉也（２Me１/稙田）
４３２９点
細見 隼輝（２Me１/挾間）
３７３０点
坂本 雄哉（２Ｋ１/鶴見）
３分３４秒７６
中島 和輝（１ＡＢ/行橋市立中京）
吉田 龍矢（２Me１/都野）
井村 智樹（２Me１/浜脇）
第６位 蛯原 来美（１Ｃ/佐伯南）
６１秒６２
第４位 蛯原 来美（１Ｃ/佐伯南）
２分２５秒８１
第７位 藤﨑 結華（１Ｃ/城東）
２分３０秒０７
第４位 荒巻 真麻（１ＡＢ/上野ヶ丘） ４分１０秒９５
蛯原 来美（１Ｃ/佐伯南）
三重野琳子（２Ｋ１/山の手）
大迫 悠姫（２Ｋ２/戸次）

おめでとう!

令和2年度 第63回情報処理検定合格者
令和2年9月27日実施
１級 後藤結梨恵（2J/吉野）
２級 朝来野友也（2J/大分西）
井上 帝竜（2J/中部）
猪原 大輝（2J/滝尾）
桑島 蓮斗（2J/南大分）
櫻井 剣悟（2J/南大分）
髙村 真央（2J/判田）
松本 泰志（2J/南大分）
水内 宏星（2J/挾間）
３級 １９名

若林 大輝（2J/大東）
青柳 心音（2J/稙田東）
石田 二胡（2J/稙田東）
大城 七海（2J/大分西）
久保野々花（2J/南大分）
後藤結梨恵（2J/吉野）
小宮 彩華（2J/上野ヶ丘）

ソフトテニス部（日時：令和２年10月31日・11月１日/昭和電工コート）
個人戦

男子
宮辺
団体戦 女子
髙山
甲斐
薗田

第３位
一成（２Me１/挾間）・田﨑 時雅（１Me１/鶴崎）ペア
団体３位
沙南（２Ｌ２/城南） 伊井 雛乃（１Ｋ２/原川）
美希（１ＡＢ/大東） 田村 千空（２Ｗ/庄内）
美羽（１Ｌ２/原川） 大内 沙耶（１Ｃ/滝尾）

相撲部（日時：令和２年11月１日/宇佐総合運動公園）
個人戦

軽 量 級 優勝 髙橋 祐正（２Ｋ１/山の手）
無差別級 ３位 髙橋 祐正（２Ｋ１/山の手）
団体戦 ３位 髙橋 祐正（２Ｋ１/山の手）松尾 光希（２Me２/神崎）
五嶋 海都（１Ｗ/鶴崎）
山口 琉聖（１Ｗ/大在）

柔道部（日時：令和２年１０月３１日・１１月１日/昭和電工武道ドーム）
個人の部

男子７３kg級
女子４８kg級

第３位 山本 悠太（２Ｌ２/戴星学園）
第３位 佐波 琳桜（２Ｌ１/挾間）

カヌー部（日時：令和2年10月11日/真玉カヌーコース）
団体戦 ３位

カヤックシングル

平山

朝稀（２Me１/大東）

※各大会ごとに学校案内（パンフレット）掲載順に記載しています。

令和2年度 第65回ビジネス文書実務検定合格者
令和2年11月22日実施
２級 井上 帝竜（2J/中部）
髙村 真央（2J/判田）
松本 泰志（2J/南大分） 石田 二胡（2J/稙田東）
大城 七海（2J/大分西） 後藤結梨恵（2J/吉野）
２級（ビジネス部門）
伊東 朋哉（2J/上野ヶ丘） 橋本 梨央（2J/鶴崎）
２級（速度部門）
日名子歩夢（2J/賀来小）
３級 ６５名
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例年ならば「楊高祭」として２日間開催されるところ、本年度は「文化発表会」
として10月30日（金）の１日のみでの開催となりました。
本年度は様々な行事が新型コロナウイルスの影響で本来の姿とは違う方法を余儀
なくされる状況です。その限られた時間や方法の中、本校の生徒たちは各クラスで
趣向を凝らし、それぞれのテーマに沿った展示作品を作成し、個性豊かな作品の
数々が展示会場を華やかに彩っていました。

バス遠足

＠城島高原パーク

3E

って

馬に乗
3AB 白

へようこそっ！

高原パーク
3K1・3K2 城島
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とこう

ら笑っ

るか
怒られ

3Ｊ ワク
ワク

！ ドキ
ドキ♡

ーイ！

イェ
3W イェイ

3L1 ジェッ
トコース

ター 楽しそ
うです

クラスマッチ
2L2 SMASH!!
2J 頑張るぞー！

2Me2 オーライ！

11月６日（金）、県立総合体育館コダマ大洲アリーナ

と小体育室において２年生クラスマッチ（バレーボール大
会）が行われました。手に汗握る試合ばかりで見ごたえの
ある熱戦が繰り広げられました。男子はデジタルデザイン

コース、女子は進学コース医療事務コースが優勝しました。
勝利したチームも、敗れたチームも最後まで諦めず、精

2K1 ナイスレシーブ！

一杯の勇姿を見せてくれました。さ
らに、自分のクラス以外のチームに
対しても全体がエールを送り、クラ
スを越えた交流と大切な思い出がま
た一つ加えられました。

2Me1 真剣に試合の様子を見守ります
2K2 ネット際の熱い戦い

うかなー！

に乗ろ
3L2 次は何

2L1 みんなで一球を繋ぐ

3Me2 気
分はジュ

ピター♪

2W 間に合えっ！

2AB 優勝しました♪

！

ズ
！ ポー

はいっ
3Me1

2AB 避けちゃった！
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福祉科 福祉コース
（1）学習方針

福祉を必要とする人々の多様性を深く理解し、様々な視点に立って適切なケアを提供するために

必要な知識と技術を養い、利用者から求められる人材を育成する。

（2）学習目標
①
②
③

実習を通して相手の立場に立って考えられる人格を育成する。

認知症に対する正しい知識を身につけ、利用者にあったケアを提供するための技術を習得させる。
高齢者や障がいのある方の現状と課題を理解し、将来のケアワーカーとしての基礎をつくる。

資

格

介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー2級）（希望者に交付）※令和2年度4月入学生全員取得予定
手話基礎資格（卒業時に全員交付）
点訳基礎資格（卒業時に全員交付）

進

路

進学先

国士館大学・別府大学

別府大学短期大学部・別府溝部短期大学

九州大谷短期大学・智泉福祉製菓専門学校
藤華医療技術専門学校・大分保育専門学校

悪路体験

藤華歯科衛生専門学校・佐伯医師会立佐伯准看護学院

車椅子トイレ（簡易ベッド）体験

大分医学技術専門学校・大分准看護専門学院
別府市医師会看護専門学校

などなど

就職先

社会福祉法人 進修会 メディケアおおつか
社会福祉法人 偕倖社
社会福祉法人 龍和会
社会福祉法人 偕生会

手話コーラス（手話スピーチコンテスト）

社会福祉法人 亀鶴会 特別養護老人ホーム偕楽園
社会福祉法人 三愛会
社会福祉法人 一燈園

社会福祉法人 愛泉会 総合ケアセンター情和園
有限会社 恵の会
株式会社 椋の樹

たけのこ 株式会社

点字ブロック埋め込みセンサー

指定介護老人福祉施設 清静園
医療法人 心葉消火器外科
はなはなデイサービス

手話指導
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進路激励会・消費生活教育講座
■進路激励会

（9/18（金）13:15〜１3:50

進路指導部

体育館）

新型コロナの影響で、就職試験の開始が一ヶ月遅れ、10/16(金)からとなりました。それに伴って、就職・進学試験の
内定・合格に向けての進路激励会も一週間ほど遅らせて、9/18（金）５限に行いました。
校長先生から試験についての心構え等の激励の言葉を頂き、生徒代表として、保育福祉コースの原田真彩さん（稙田南中）
から力強い決意表明をしてもらいました。進路室長の中西先生からの諸注意の後、全員の進路達成を祈願して、学年代表
３Me２ 三ヶ尻安利さん（稙田中）の元気よい掛け声とともに全員が大きな拍手をしてお互いの健闘を祈りました。
10月に入ってからは専門学校・短大・大学の推薦入試、10/16（金）には就職試験が始まり、生徒にとっては、今ま
で進路に向けて取り組んできた成果等を出す正念場になりました。
10月末までには、一次就職試験もほぼ終わり、企業から試験結果が続々と届いています。生徒一人一人の頑張りで、
多くの生徒が内定を勝ち取っている状況ですが、今年度は新型コロナの影響で昨年度の同じ時期と比べ求人数が20〜
30％減少している状況です。その業種を希望する生徒によっては大変厳しい状況ですが、今後も３年部一丸となって、
生徒全員の進路達成に向けて取り組んでいきます。

■３年生

消費生活教育講座

（11/13日（金）13:15〜１4:35

体育館）

消費生活センター消費生活相談員 本多茅乃氏をお招きして『自立した消費者になるために消費者力を育てよう』とい
う演題で講座を実施しました。この講座は、消費者保護の観点から、これから社会に巣立っていく高校生を対象に消費者
被害の未然防止を図ることを目的としたものです。
講座では、クイズ形式で “契約とは?” に始まり、若者が騙されやすい消費者トラブル（ワンクリック請求、インター
ネット通販、ネットオークション、マルチ商法、訪問販売等)、について、３名の先生に協力してもらい、ロールプレイ
ングを通じて、わかり易く具体的に話をしていただきました。身近な、誰でも起こりえる事例だったので、生徒たちは熱
心に聞いていました。最後にキャリアライセンス２組の栁井恵来さん（判田中）がお礼の言葉を述べ講座を閉じました。
今回の講座を通じて、被害・詐欺等にあわない心構えを学ぶことができ、生徒達にとって今後の学校生活や社会に出て
からの大きな指針になったようです。

＜感想文抜粋＞

・口約束でも契約が成立するということが分かり、今後発言に
は気を付けたい
・今まで以上に責任を持った行動をしていきたい
・個人情報の取り扱いに気をつけていきたい
・リスクを消し、自分の安全を守りたい
・詐欺が巧妙になっていることが分かった
・自分を見直すことが増えたので、今後気を付けていきたい
・消費者センターのことが知れて良かった
・私たちの身近で契約となるものが数多くあることが分かった
・ネット情報の信憑性を見極めることが大切であると分かった

・自立するにつれて自分で契約することが増えるので、トラブ
ルに注意していきたい
・知らないこともたくさんあって、とても、ためになるお話ば
かりだった
・少しでも違和感を感じたら相談することが大切だと感じた
・自分の身に起こりやすい問題が多く、困った時は、周囲の人
に相談しながら対応していきたい
・一つ一つの行動にきちんとした判断と責任を持って対応して
いきたい
・個人情報の流出の怖さ、ダウンロードの怖さや知らないメー
ルの対応方法、ＳＮＳ関連のトラブルなどの具体的なお話が
聞けて勉強になった
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〈保護者の皆さまへ〉
この文章内容は、表示させていません。
生徒を通じて配布している「印刷版」にてご覧ください。

〈保護者の皆さまへ〉
この文章内容は、表示させていません。
生徒を通じて配布している「印刷版」にてご覧ください。

保 護 者 の 皆 様 へ （お知らせとお願い）

本校では広報活動といたしまして、楊志館News・ホームページ・Facebook等を発行、更新
しております。行事の写真を掲載するにあたり、お子さまが写り込む可能性がございます。
何卒ご理解、ご協力のほど宜しくお願い致します。
尚、掲載にあたりなにか不都合がございましたら、クラス担任を通じてご一報いただきます
ようお願い致します。

学園設置専門学校 案内

学校法人後藤学園

学園設置専門学校へ
楊志館高校生だけの特典！

入学希望する場合

入学金および学納金 一部免除等
お問い合わせは各学校まで！

※体験入学、入試に関するお問い合わせ先は、各学校またはホームページにてご確認ください。
大分県知事指定

大分県知事認可

大分保育専門学校

大分医療事務専門学校

保育学科

医療・介護事務学科

【２年課程】

◆診療報酬請求事務能力認定試験
◆介護事務管理士試験
◆医療秘書検定試験
◆調剤事務管理士試験
◆医療事務管理士試験（医科・歯科） ◆専門士

〒870-0889 大分市荏隈1229-1 ☎097-535-7708
http : //www.gotogakuen. ac. jp/hoiku

〒870-0838 大分市桜ヶ丘５番２号 ☎097-545-7205
http://www.g otog akuen.ac.jp/i ryouji mu

厚生労働大臣指定・専門学校

大分県知事指定

国際調理フラワーカレッジ

藤華歯科衛生専門学校（大分駅南）

調理師学科

歯科衛生学科

【１年課程】

【３年課程】

◆調理師免許（国家資格）卒業と同時に国家試験免除で取得
◆食育インストラクター
◆技術考査合格証書

◆歯科衛生士

〒870-0823 大分市東大道１丁目６番１号
〈後藤学園サテライトキャンパス内〉
☎097-547-9913
http : //www.g otogakuen. ac. jp/choori

製菓製パン学科

【２年課程】

【２年課程】

国家試験受験資格

◆製菓衛生師 国家試験受験資格
◆菓子製造技能士
◆職業訓練指導員
◆専門士

◆手話入門課程
◆専門士

［〈併設学科〉社会福祉士学科
（大卒等）
精神保健福祉士学科（大卒等）］

［〈併設学科〉製菓技術学科（通信課程）］

大分市荏隈1135 ☎097-549-4551

厚生労働大臣指定

http://www.g otog akuen.ac.jp/chi sen

藤華医療技術専門学校

看護・助産学館

【３年課程】

◆看護師

国家試験受験資格

助産師学校受験資格

保健師学校受験資格
看護教諭養成校受験資格
専門士 ［〈併設学科〉助産学科（受験条件有り）］

〒879-7125 豊後大野市三重町内田4000-1
☎0974-22-3434

リハビリ学館

作業療法学科

理学療法学科

【３年課程】

◆作業療法士
◆専門士

国家試験受験資格

【３年課程】

◆理学療法士
◆専門士

〒879-7125 豊後大野市三重町内田2706-1
☎0974-22-3800
http://w w w . g otog akuen.ac.jp/toka

国家試験受験資格
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【インターネット ホ−ムペ−ジ】http://www.gotogakuen.ac.jp/yoshikan
E-mail：info@yoshikan.gotogakuen.ac.jp

智泉福祉製菓専門学校

介護福祉士学科

看護学科

国家試験受験資格

〒870-0823 大分市東大道１丁目６番１号
〈後藤学園サテライトキャンパス内〉
☎097-513-8282
http://www.g otog akuen.ac.jp/shi ka

厚生労働大臣指定

〒870-0889

令発
和行
２日
年
１
２
月
２
１
日

【２年課程】

◆保育士資格（国家資格）卒業と同時に国家試験免除で取得
◆専門士
◎Ｗ資格取得◎ 幼稚園教諭二種免許状〈 通信教育にて取得可能（希望者）〉

◆介護福祉士

楊 厚生労
志 働大臣
館 ・大
分
高 県社
会
等 福祉
学 協議会
校 指定

