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＜インフルエンザに注意‼＞ 
１月２３日の週から３年生を中心にＡ型インフ

ルエンザが、本校にも入ってきました。毎日、罹

患した生徒数と発熱・早退した生徒数を学級ごと

に集計し、流行していくか・終息に向かうかを判 

断しています。 

一旦１月末には、終息しましたが、２月 6日の

週から、2 年生に欠席者が増えてきました。1・

3 年生は全学年で 2～3 人の欠席者でしたが、2

年 1・2組は 10名を超す欠席者がいて、増えて

いくようでしたので、週末に学級閉鎖をし、13

日（月）には終息に向かうと判断をしました。 

学校医や市教委とも連絡を取りながら判断す

るわけですが、学校医の先生はＡ型だけでなくＢ

型もそろそろ出ているので、引き続き手洗い・う

がい・マスクの着用などを指導してくださいと言

われています。 

今後も終息していく学年と、流行していく学年

が出ることが考えられます。３年生は、特にコン

ディションの良い状況での受験ができるように

ご協力をお願いします。 

 学級閉鎖をした場合は、基本的には全校・学年

集会、放課後の部活動は中止をしていますので、

ご理解ください。 

＜表彰のお知らせ＞ 

 インフルエンザの流行を予防するため、全校朝

会を中止しています。全校での表彰ができなかっ

たので、受賞した生徒をお知らせします。 

 

〇第４１回大分県「ごはん・お米とわたし」 

作文コンクール   

・ＪＡ大分中央会長賞受賞（県で一番の賞です） 

   １年生 上田 恭子 さん 

〇第３６回大分県ジュニアデザイン展 

 ・推奨受賞 

   １年生 時松 杏奈 さん 

   ３年生 片渕 亜純 さん 

   ３年生 宮川 未来 さん （３名） 

 

英国バース市との国際交流 

 平成 6年 10月に調印式を行い、別府市は英国

バース市と姉妹都市の関係になっています。これ 

までも、いろいろな交流事業を行ってきました。   

 今回「絵巻物プロジェクト」の話しが持ち掛け

られ、1年 3組の生徒が「日本の絵巻物」を作成

することになりました。作成した絵巻物は、英国

バース市に持ち帰り、向こうの中学生が後半部分

を作成し、今年の夏ごろに、完成させる計画です。  

 実は、この計画の実行委員の上野さん（現在英

国在住）が本校の卒業生であることから、教育委

員会を通して話しを持ちかけられ、引き受けるこ

とにしました。2 月 13 日（月）の午後説明を受

け、その後は放課後を使って作業をしていきます。

今後、完成した作品や交流については引き続きお

知らせをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月行事 
  １日（水）ＰＴＡあいさつ運動 

  ３日（金）第７０回 青山中学校卒業式 

６日（月）全校朝会・公立入試前日扱い 

７日（火）～８日（水）公立高校入試 

９日（木）１・２年生学年ＰＴＡ 

１０日（金）公立高校一次合格発表・ 

公立二次入試定員発表 

１４日（火）ＰＴＡ常任委員会・学校委員会 

１６日（木）公立二次入試 

１７日（金）公立二次合格発表 

２０日（月）春分の日 

２３日（木）学校運営協議会 

２４日（金）修了式 

３０日（木）離任式 

 

※ ２月２８日 溝部学園高校卒業式 

※ ３月 １日 青山高校卒業式・閉校式 

      別府鶴見丘高校卒業式 

明豊高校卒業式 

※ 3月 4日 羽室台高校卒業式・閉校式 

※ 3月 5日 別府商業高校卒業式・閉校式 

※ ３月２２日 南立石・鶴見小学校卒業式 



 

 

 

 

 

 

 

 先週の１０日、積もるほどの雪が降る中、鶴見

小・南立石小の６年生及び保護者に本校に来ても

らい、入学説明会を体育館で行いました。 

 １・２年生の授業を見学した後、体育館で説明

をしました。雪のため部活動見学はできませんで

した。本年度より約２０名生徒数は減少します。 

＜市学力調査の結果です＞ 

 １月１２日（木）に、１・２年生に実施され

た別府市学力調査の結果（正答率）が出ましたの

でお知らせします。 

本校の正答率・別府市の平均正答率との差・全

体との正答率の差の順番で記載しています。 

【１年】 本校 
本校－

市差 

本校－ 

全体差 

国語 

総合 69.9 +2.5 +6.0 

基礎 75.5 +2.7 +6.7 

活用 49.8 +1.7 +3.4 

社会 

総合 63.9 +5.3 +9.5 

基礎 65.6 +5.3 +10.1 

活用 55.8 +5.4 +7.1 

数学 

総合 67.1 +5.8 +8.7 

基礎 70.9 +5.9 +9.4 

活用 52.0 +5.7 +6.1 

理科 

総合 67.0 +7.2 +9.2 

基礎 68.9 +6.2 +8.7 

活用 57.7 +11.8 +11.5 

英語 

総合 65.0 +3.1 +3.8 

基礎 71.1 +3.7 +4.3 

活用 49.8 +1.7 +2.5 

５教科の総合・基礎・活用の差がすべて＋にな

っているということは、本校の点数が上回ってい

るということになります。市や全体の平均正答率

と比較すると、全ての教科で超えており素晴らし

い結果がでました。 

昨年の１月に行われた小６の時は、３教科

（国・数・理）で行われました。国語・理科は小

６の時からプラスで、よく理解できていました。

数学が少しですが、全体との差が基礎・活用の両

方とも－０．１、市との差が活用で－０．４、わ

ずかに下回っていました。 

そうしてみると、今年１年間学んできた５教科 

ともによく理解しています。特に、やや低かった

数学も、プラス５点以上になっており、現状では

しっかりと理解していると考えられます。 

日頃の生徒の努力は勿論ありますが、家庭学習

の定着と共に、家庭学習の点検も多くの家庭で協

力してくれており、その成果が出ていると感謝し

ています。 

【２年】 本校 
本校－

市差 

本校－ 

全体差 

国語 

総合 72.9 +2.1 +8.9 

基礎 72.9 +2.5 +9.4 

活用 72.9 +0.8 +7.1 

社会 

総合 58.5 +5.8 +8.5 

基礎 59.7 +6.5 +9.1 

活用 52.9 +2.9 +5.8 

数学 

総合 71.2 +7.3 +11.1 

基礎 77.8 +7.8 +11.4 

活用 45.7 +5.5 +10.0 

理科 

総合 69.4 +7.7 +13.9 

基礎 70.4 +7.3 +12.8 

活用 65.9 +9.9 +18.4 

英語 

総合 67.9 +7.6 +14.7 

基礎 72.5 +7.1 +13.4 

活用 56.5 +8.8 +17.8 

２年生も５教科すべてに市・全体を上回ってお

り、良好な状況です。 

今の２年生は、昨年の１年生の１月に行われた

市学定、２年生になって４月の県学力調査に引き

続き、全教科上回ったことになります。 

今回、国語で市との差が少ないのは、市の国語

の正答率が高いということです。全体と本校の国

語の差を比較すると７～９プラスなので、市内の

２年生の国語が高いと考えられます。 

※ １・２年生ともに、各教科で出題された問題 

の内容別、領域別、そして観点別に得意分野と不

得意分野を明確にしているところです。 

３月末までに分析して、弱点補強に努め、次の

学年の進級につなげていきたいと考えています。 

『家庭学習時間の大幅増加、そし
てご家族の温かい励ましと点検を
引き続きお願いします。』 
ご存知のように、今の２年生から高校入試の調

査書の一部が変更されます。１・２年生のときの

技能教科の評価比重が現行より重くなります。 

また、平成３２年より大学の入試制度が変更に

なると言われております。「学力・評価」の考え方

も変化していき、「試験内容や方法」も変わってく

ると思います。可能な限り、早いうちから正確な

情報を提供しようと考えています。 

体育館での説明会 



  

 


