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         校 長 福 田 正 気 

『一人ひとりが主役』の体育大会 
 今週末の 20日・土曜日に体育大会を開催しま

す。今年の大会スローガンは上記のとおりです。    

連休明けから練習をはじめ、16 日（火）に総

合練習会を実施しました。毎年のことですが、練

習期間は短いのですが、生徒会・応援団を中心に

練習してきました。練習成果をぜひご観覧いただ

いて、温かい応援や励ましをお願いいたします。 

 例年と変わったところをお知らせします。青山

中学校の体育大会は、紅団・白団の 2つに分かれ

ますが、1年生だけが 5学級の奇数になります。

今後もしばらくは 1 年生だけが奇数学級になり

ますので、1年生は各学級を紅白に分けることに

しました。2・3 年生は偶数学級なので、昨年と

同じように学級ごとに紅白を分けています。 

また、４００ｍ・８００ｍ走を無くし、１００

ｍ走の人数を増やし、学級対抗リレーの選手を二

倍の人数に増やしました。 

総合練習会では、全体の流れを確認しました。

団体競技は、ほとんどの競技を実施しましたが、

騎馬戦の騎乗者がツメを切っていない生徒が多

く、危険でしたのでこの日は中止をしました。こ

の他にも棒引き、大ムカデ等々危険な競技もあり

ますが、安全面では十分気を付けて行います。 

◎お知らせです。 

本年度は「ＰＴＡのジュース等」の販売はあり

ません。各ご家庭で準備をお願いします。 

＜PTAとの連携の中で＞ 
少し前になりましたが、5 月 1 日（月）にＰ

ＴＡ総会を実施しました。新しく園田ＰＴＡ会長

が承認され、平成２９年度のＰＴＡがスタートし

ました。 

学級役員 

をはじめ、 

新執行部の 

皆さんよろ 

しくお願い 

いたします。 

生活部の 

毎月 1日の挨拶運動、保体部の「市のミニバレー」

大会（7 月 2２日に実施します）、広報部の学校

新聞の発行、研修部の高校見学等が計画・実施さ 
 

れますので、 

ご協力をお願 

いします。 

来年度は、 

市の指導者研 

修会（9月実 

施）で本校が 

発表すること 

になっています。今年の取り組みが中心になります

ので、研修もしていかねばならないと考えていま

す。この他にも、本年度は、10月 21・22日に

「ＰＴＡの九州ブロックおおいた大会」がビーコン

で行われます。市内の単Ｐの参加者も例年になくた

くさんあります。後日ご連絡をしますが、ご協力を

お願いいたします。 

＜生徒大会の実施＞ 

4月 28日の 3・4限目に生徒大会を実施しまし

た。生徒会長の太田くんが生徒会執行部を代表して

スローガン「さらに先へ」の説明から入りました。

「青中の良いところは継続し、悪いところは改善し

て、生徒の手で一歩一歩前進していく」という力強

い提案がなされ、全校生徒から承認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大会の進行は、議長に 3年生から川野くん、永

野さんが選出され、各専門部の常時活動が次々に提

案・質疑・承認をされていきました。 

 提案をする執行部、進行していく議長だけでな

く、質問の多かった 1年生も堂々と質問をし、素

晴らしい生徒大会が実施できました。 

 最後に、学校への要望が出されました。学校の環

境面、遠足の実施、体育館の開放など、太田生徒会 

 

『議長登壇あいさつ』 

 

『新役員の皆さん』です 

 

総会の様子です 



長が代表して具体的に学校への要望を伝えてく

れました。遠足の実施と、本年度は要望事項に入

っていませんでしたが、昨年度実施できなかった

「ウォータークーラーの設置」について、後日先

生方と検討して、回答することを約束しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市中学校総合体育大会日程＞ 

6月 7日（水）～8日（木）（別途予備日有） 

※ 現在わかっている日程です。各部活動の詳細 

な日程は各部活から後日配布いたします。 

競技名 期日 競技開始 会場 

陸上 
7日 13：50～ 

野口原陸上競技場 
8日 9：30～ 

水泳 7日 9：30～ 市営青山プール 

バレー 
7日 9：30～ べっぷアリーナ 

（サブ） 8日 9：30～ 

バスケット 
7日 8：40～ べっぷアリーナ 

（メイン） 8日 9：00～ 

サッカー 
7日 9：00～ 

実相寺南・北 
8日 9：00～ 

軟式野球 
7日 

8：40～ 市民球場 

9：00～ 実相寺・野口原 

8日 9：00～ 市民球場・野口原 

剣道 7日 9：30～ 
中部地区公民館

（予定） 

ソフト 

テニス 

7日 9：20～ 
市営テニスコート 

8日 9：00～ 

卓球 
7日 9：20～ 市民体育館 

（メイン） 8日 9：00～ 

バドミン 

トン 

7日 9：30～ 勤労者 

体育センター 8日 9：10～ 

空手道 24日 9：50～ 青山中体育館 

テニス 10日 9：20～ 市営テニスコート 

 

＜衣替え・梅雨入り＞ 

 5 月 8 日から 26 日までを夏服への移行期間と

しました。29日からは全員がきちんとした着こな

しで登校することを願っています。 

体育大会後も、中体連・期末考査と大きな行事が

続きます。行事に流されないように、日々の学習に

対する意識を特に持たせることに重点をおきたい

と考えています。梅雨に入りますが、クーラーを活

用し、学習効率を上げたいと思っています。ご家庭

での励ましもよろしくお願いします。 
5月・6月主要行事 

月 日 曜 予定行事 

５ 

２０ 土 体育大会 

２２ 月 振替休業日 

２３ 火 第 2回実力考査（3年生） 

２９ 月 
市中体連激励会 

教育実習～６月１６日・３名 

３０ 火 協議専門委員会（生徒会） 

６ 

１ 木 
ＰＴＡ挨拶運動 7：３０～ 

歯科検診（全校） 

２ 金 
県教委 別府教育事務所 

学校訪問 9：00～ 

５ 月 眼科検診（全校） 

７ 

８ 

水 

木 

市総体（9日は予備日） 

（各部活動から連絡します） 

１０ 土 本校ＰＴＡ懇親会 

１２

～ 

１６ 

月

～

金 

学校公開週間 

（学校の授業の様子を自由に

ご覧ください） 

１３ 火 ＰＴＡ常任委員会 19：00～ 

１４ 水 明豊中高連絡会 

１６ 金 
市教委学校訪問 14：35～ 

教育実習生終了 5月 29日～ 

１９ 月 日出総合中高連絡会 

２０ 火 ３年生進路説明会 

２２ 木 内科検診（2年生） 

２３ 金 
3年生実力考査 

溝部中高連絡会 

２４ 土 空手（本校体育館）午前 

２６ 月 鶴見丘中高連絡会 

２９ 

３０ 

木

金 

避難訓練（２９日・５限） 

期末考査 

※６月１０日に本校ＰＴＡ懇親会を計画していま

す。案内を別途配布いたしますので、ご参加お願

いします。 

※１か月後の予定もありますので、変更があった場

合は、学年通信や学級通信などで別途プリントを

配布し、お知らせします。 

『学校への要望』の様子です 



 


