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 ２月１日（月）に２月全校集会を行いました。 

寒波による寒さの残る中で開催された集会でし

たが、全学年が揃う集会はこれが最後ということ

もあり、いつもより一段と引き締まった全校集会

になりました。これも生徒一人ひとりの意識と自

覚によるものであり、この成長を大変嬉しく思い

ます。 

 本校では昨年度まで、 

全校集会を毎月実施し 

ていませんでしたが、 

今年度復活し、生徒会 

主導による集会をこれ 

まで開催してまいりました。（㊤：執行部の挨拶） 

 集会では多くの表彰と受納、そして生徒会から

はその月の目標や各種コンクールの表彰なども

行ってきました。 

最後に全員で校歌 

「青中の歌」を歌い 

会を閉じました。３年 

生は卒業しますが、１ 

・２年生で伝統を引き 

継ぎ、集会の内容を更 

（㊤：ピアノ伴奏に合わせて） に充実させてほしいと

思います。 

  

 

 

 ２月１２日（金）の午後、４月に本校入学を予

定している鶴見・南立石各小学校の６年生と保護

者を対象とした入学説明会を実施しました。 

 説明会に先立ち、１・２年生の学習の様子をク

ラス単位で見学しました。落ち着きがあり、整然

とした中での授業風景に驚いていました。その

後、体育館で「入学のしおり」を基に、入学まで

の準備物等について説明を受けました。学校や家

庭での学習に対する基本 

ルールや残りの小学校生 

活の充実についての話が 

ありました。４月１２日     

の入学式が大変待ち遠し 

く見えました。児童・保 

護者の皆様ご出席ありがとうございました。 

 

 

 

2 月 4 日（木）、5 日（金）に別府溝部学園短

期大学の副学長溝部佳子先生、中野ひとみ先生、

棹友美先生の 3 名に 2 年生を対象として「福祉・

介護に触れる機会を確保することで、地域福祉に

貢献できる人材を育成する」という目的の下、授

業をしていただきました。 

授業では、前半を中野先生、後半を溝部先生が

行いました。中野先生の授業では、生徒は脳の各

機能について学習し、その後二人一組になって、

視覚障がい者の疑似体験をしました。目をつぶっ

た状態で握手を行えたときに生徒から歓声があが

る等、生徒にとって良い体験となりました。後半

の溝部先生の授業では、生徒は福祉の意味や福祉

は誰のためにあるの 

かについて考えまし 

た。その後、福祉に 

ついて溝部先生がロ 

ールプレイによる説 

明を行い、生徒は笑 

顔を交えながら理解 

していくことができました。そして、最後に溝部

先生から「『大変』という字は『大きく変わる』と

いう意味です」というお言葉をいただきました。 

授業後、生徒の感想には、「興味ある分野につい

て学べてよかった」「自分も『大きく変わる』よう

頑張りたい」というものがありました。これから

進路について考えていく 2 年生にとって、貴重な

学習の場になったと感じました。ご来校いただき

ました３名の先生、お忙しい中ありがとうござい

ました。 

◎第６９回◎ 

◎卒業証書授与式◎ 

日時 ３月５日（土）９時３０分開式予定 

１・２年学年末ＰＴＡ開催ご案内 

 日 時： ３月１２日（土）   

      １限 参観授業  ８：４５～ 

２限 参観授業  ９：４５～ 

      ３限 学年・学級懇談 １０：４５～ 



◎●市学力調査結果公表●◎ 

 １月１２日（火）に実施された市学力調査の結

果（正答率）が出ましたのでお知らせします。 

【１年】 本校 市 本校－市 

国語 

総合 73.0 71.8 1.2 

基礎 75.9 74.5 1.4 

活用 62.5 62.2 0.3 

社会 

総合 63.5 56.7 6.8 

基礎 63.6 57.5 6.1 

活用 63.0 53.0 10.0 

数学 

総合 71.3 61.3 10.0 

基礎 74.4 63.7 10.7 

活用 54.5 48.2 6.3 

理科 

総合 67.9 59.6 8.3 

基礎 74.5 65.9 8.6 

活用 57.1 49.1 8.5 

英語 

総合 67.9 60.9 7.0 

基礎 72.0 65.6 6.4 

活用 57.8 49.4 8.4 

※１年生は市の平均正答率を全ての教科で超えて

おり素晴らしい結果でした。日頃の家庭学習の定

着と共に２学期より始めた家庭学習点検も多くの

家庭で週３回以上行われており、その成果が出た

と言えます。 

【２年】 本校 市 本校－市 

国語 

総合 68.8 68.7 -0.7 

基礎 70.9 71.4 -0.5 

活用 57.3 59.0 -1.7 

社会 

総合 53.5 53.4 0.1 

基礎 56.2 56.4 -0.2 

活用 40.4 38.9 1.5 

数学 

総合 55.4 50.9 4.5 

基礎 61.2 57.0 4.2 

活用 35.9 30.2 5.7 

理科 

総合 51.8 53.6 -1.8 

基礎 55.6 56.6 -1.0 

活用 44.3 47.4 -3.1 

英語 

総合 46.7 51.5 -4.8 

基礎 51.9 57.4 -5.5 

活用 33.7 36.7 -3.0 

※２年生は国語・社会・数学は良好な状況です。

理科・英語に課題があります。特に基礎は英語に、

活用は社会・理科に課題が見られます。各教科で

出題された問題の内容別、領域別、そして観点別

に課題を明確にし、３月末まで弱点の補強に努め

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お願いします。 

『※保護者の点検の意識差？』 

［栄光の軌跡］ 
≪第２５回椋鳩十文学記念館賞≫ 

○ 入選  １年 岩田 成葉 

≪女子バスケットボール部≫ 

□ 優勝 

 ・第９回北九州カップ交換大会 

□ 準優勝 

・第１３回東筑紫杯中学生交流会 

  ・第３回島津発祥の地・都城島津杯中学生大会  

 □ 第４位 

  ・第３２回全九州中学生バスケットボール大会 

県大会優勝！九州大会へ 
――女子バスケットボール部―― 

 ２月６日（土）７日（日）に全九州中学生 

バスケットボール春季選手権予選が実施され 

ました。熱戦の結果本校女子バスケットボー 

ル部が優勝し九州大会の出場権を獲得するこ 

とができました。九州大会は３月４日（金） 

から６日（日）まで佐賀県で開催されます。 

健闘をお祈りします。 

〈戦績〉決勝リーグ戦〈２勝〉 

青山中６８－５５大分中 

    青山中７０－５９戸次中 

 

活躍を期待！ 

田邉 晴 ソフトテニス大分県選抜選手 （全国大会へ） 

高谷琴美 女子バスケＵ－１３九州ブロックエンデバー 

 

３月行事予定 
 １日（火）３年生を送る会 

 ２日（水）卒業式総合練習 

 ４日（金）卒業式設営・準備 

 ５日（土）第６９回卒業証書授与式（１年休み） 

 ７日（月）全校朝会・公立一次入試前日指導 

 ８日（火）～９日（水）公立一次入試 

１１日（金）公立一次入試合格発表 

１２日（土）１・２年学年ＰＴＡ 

１５日（火）１年職業講話 

１６日（水）１・２年確認テスト 

１７日（木）公立二次入試 

１８日（金）公立二次入試合格発表 

２０日（日）春分の日 

２１日（月）振替休日 

２３日（水）協議専門委員会 

      新入生事前登校日 

２５日（金）修了式 

３０日（水）離任式 



 

 


