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『2年生の修学旅行・・・』 
 今年の奈良・京都・大阪方面の修学旅行は、昨

年より１週間早く、１１月 7日（火）～１０日（金）

に実施しました。参加者は、2年生１４８名中、

１名欠席の１４７名・引率教員９名・旅行社３

名・写真屋１名の計１６０名での旅でした。 

 2日目の自主研修で少し雨が降りましたが、寒

くもなく思い出に残る修学旅行ができました。個

人的な感想ですが、これまでにたくさんの生徒の

引率をしてきましたが、この学年の生徒たちは、

本当によくガイドさんの話しを聞いていました。

また、展示物も熱心に観覧する生徒がたくさんい

てうれしく思いました。 

 生徒たちが一番楽しみにしているＵＳＪでは、

天気も良く、班行動もしっかりでき十分楽しんだ

様子がうかがえました。これも私見ですが、年々

新しいアトラクションを造るために、駐車場が入

口からどんどん遠くなっています。今年は、マリ

オカートの建築中で、昨年よりさらに遠くの駐車

場から歩かされたので、私は入る前に疲れてしま

いました。 

修学旅行中の様子は、１2月 9日のＰＴＡでク

ラスごとの発表や写真で披露しました。修学旅行

では事前の準備、早朝の見送り、お迎えと本当に

お世話になりましたが、生徒には思い出に残る修

学旅行ができました。ありがとうございました。 

『3年生の動きです』 
これまで 4月の全国調査・8月・11月の中 3

学力テストなど実施したテストはすべて偏差値

をクリアしていました。これに加えて中間・期末

テストや校内模擬試験などを参考にして、私立、

公立高校の志望校の決定に向けて12月4日から

三者面談を実施しました。  

また、推薦入試については、校内の推薦検討委

員会を実施し、推薦する生徒を決定していきま

す。推薦にもスポーツ推薦や、学力による特待な

どいろいろな基準があり、高校から誘いの来る生

徒もいます。3年後を見通した進路決定をしてい

ただきたいと考えています。 

年が明けて、すぐの 1月 17日には私立高校の

奨学生や推薦入試が実施されます。早い人は、そ 

の試験で進路を決定します。しかし、その後の生

活態度があまりにも悪い場合や、違法行為を行っ 

た場合は、取り消しもありますので、高校入学まで

は、生活態度が崩れてしまわないように注意をお願

いします。 

 高校に入るのが最終目標ではありません。高校生

活を充実したものにして、卒業時に更に成長してい

ることを期待しています。 

 この学年の生徒が大学入試を受験するときに、大

きく大学の入試制度が変わると言われています。今

後 3年間のうちに入試改革の内容が具体的に示さ

れていくでしょうが、大学受験をする人は、しっか

りと理解して、備えていってほしいものです。 

＜ お知らせー❶ です ＞ 

〇1月 17日（水）私立奨学生・推薦入試 

〇1月 23日（火）～26日（金） 

公立推薦入学者出願期間 

〇2月 1日（木） 私立高校入学試験 

〇2月 5日（月）～6日（火） 

公立推薦入試 

〇2月 7日（水） 公立一次募集人員発表 

〇2月 9日（金）～16日（金） 

         公立一次入学者出願期間 

〇2月 19日（月）～22日（木） 

         公立一次志願変更期間 

〇3月 2日（金） 卒業式 

〇3月 6日（火）・7日（水） 

         公立一次入学試験 

〇3月 12日（月）～14日（水） 

         公立二次出願期間 

〇3月 15日（木）公立二次入学試験 

＜注意＞校内締め切りは早まる場合があります 

 ので、校内の締め切りを厳守してください。 

＜ お知らせー❷ です ＞ 

  今週に入り、インフルエンザが本校にも入っ 

てきたようです。聞くところによると、鶴見小 

 ・南立石小も流行しているようです。家庭での 

兄弟・姉妹感染は仕方がないですが・・・。 

  バランスの良い食事・十分な睡眠・うがい手 

 洗いの励行など、予防に気をつけて欲しいもの 

です。インフルエンザと診断されると出席停止 

になります。診断前の欠席も含めて出席停止に 

なりますので、学校の方に必ず連絡をしてくだ 

さい。体力にもよりますが、解熱してもすぐに 

は登校できませんので、ご注意ください。 

  



＜ お知らせー❸ です ＞ 

  12月 6日（水）から養護教諭の田中友美子 

先生が出産のため産前休暇に入りました。代 

替の養護教諭として菊奈津子先生が 3月まで 

は勤務します。菊先生は、一度ご退職してい 

ましたが、今回代替として着任しましたので 

でお知らせします。田中先生と同様によろし 

くお願いします。 

なお、田中先生の嬉しいニュースはまだ入 

 っていません。入り次第、お知らせします。 

『冬休み・３学期に向けて』 
先の新聞で体内リズムのことを少し載せまし

たが、生活習慣は本当に大切だと思っています。 

長い２学期が終わり、冬休みに入ります。今まで

頑張ってきた人は、一息つきたいところだと思い

ます。クリスマスやお正月などの楽しい行事やお

年玉などの期待も大きいのではないかと想像で

きますが・・・・。せっかく２学期に身につけた

良い生活リズムを壊してしまわないように注意

してください。 

 夏休みの生活アンケートで気になったことが

ありました。やっぱり何といってもゲームをする

時間の多さと、携帯やパソコンでラインやＳＮＳ

などを使用している時間の多さです。1日の時間

は 24時間で、みんな同じなのですが、1日に占

めるゲーム機やスマホなどを使用している時間

があまりに多いということです。 

前回も書きましたが、再度載せますので、家庭

でルールを決めて、適度に使用してください。   

スマホやゲーム機には液晶画面のバックライ 

トにＬＥＤライトが使用されており、その中 

にブルーライトが多く含まれています。ブル 

ーライトは可視光線の中で最も波長が短く強 

いエネルギーを持つ光です。この光を夜浴び 

ると、なかなか眠れなくなったりする（寝不 

足・夜型）ので、寝る前のスマホやゲームを 

控えて欲しいのです。 

 「1年の計は元旦に有り」です。1月 1日をど

のように迎え、今年 1年をどのように過ごすか、

目標を書いてみるのもいいのではないでしょう

か。特に 3年生は、具体的な目標を、または達成

した姿を実際に書くことで実現させることがで

きると、一流アスリートが言っています。良いと

思われることを真似るのも良いかもしれません。 

家族との団らん、地域の行事への参加、初詣など

たくさんの楽しい時間も過ごしてください。 

1月９日に始業式がありますので、元気な姿で

登校してもらいたいと思っています。1年で 1番

寒いのは 2月です。この 2月を乗り切るために

も、冬休みも規則正しい生活を送ってください。 

＜ お知らせー❹ です ＞ 

 本校のＰＴＡ広報部が作成してくれる学校新聞

が「あおやま」です。年間 3回、毎学期 1回の 

発行をしてくれます。今回の「あおやま」は、文 

化部の紹介をしてくれています。 

 その中で、「第 2回中学校ビブリオバトル大分 

県大会」という聞きなれない大会があり、本校 1

年生の「佐藤智世」さんが第 3位になったので 

紹介します。 

この大会は、自分の選んだ本の魅力を聴衆に熱 

く語り掛けたのち、その聴衆の投票によって順位 

が決まるものです。佐藤さんは、「心霊探偵八雲 

ＡＮＯＴＨＥＲ ＦＩＬＥＳ亡霊の願い」を 20 

0人の聴衆を前に語り見事 3位に入賞しました。 

12月下旬・1月の主な行事 
月 日 曜 予定行事 

12 

月 

22 金 
終業式（給食有） 

愛パト（南立石小）13:30～ 

23 

24 

土 

日 

クリスマス・ファンタジア 

（帰宅時間厳守） 

25 月 教育講演会（公会堂）13:00～ 

25 

26 

月 

火 

ウインタースクール 

（3限授業） 

26 火 
愛パト（鶴見小）13:00～ 

市奨学生面接 13:30～ 

12月 29日～1月 3日 

年末・年始休業（学校施設全面閉鎖） 

1 

月 

７ 日 市成人式 11:30～ 

９ 火 
始業式 

Ｐ役員選考委員会 19:00～ 

9 

10 

火 

水 

冬休み課題テスト 

（5教科） 

11 木 日出総合中高連絡会 10:30～ 

12 金 別府市学力調査（1・2年） 

17 水 私立高校奨学生・推薦入試 

19 金 
「ふれあい」開級式 10:30～ 

第 3回英検 

23 火 生徒会立会演説会・選挙 

23 

～ 

26 

火 

～ 

金 

公立高校推薦入学者出願期間 

24 水 市人権同和教育研究大会 14:30～ 

25 木 3年生「学年末考査」 

27 土 
市Ｐ連指導者研修会 

「講演会」（豊泉荘）9:30～ 

※2月１日（木）は、3年生は「私立高等学校入
学試験」があります。 
行事の変更があったときは、別途お知らせをいた
します。 



 


