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 穏やかな春の日差しを受ける中、平成２７年度

の始業式を迎えることができました。本校２年目

になりました校長の髙橋祐二です。本年度も昨年

度同様よろしくお願いいたします。 

 ８日には、新しくお見えになった先生方の着任

式に引き続き、始業式が行われました。最高学年

の３年生、そして３年生を支えるとともに１年生

の手本となる２年生の体育館内での素晴らしい態

度と話を聴こうとする姿勢に、感動を覚えるとと

もに、必ずや新しい伝統を築いてくれると確信し

た次第です。 

 私にとっても良い思い出が多い１年になるよう

初心にかえり、青山中学校の伝統づくりの一助に

なる努力をしてまいりたいと考えております。ご

協力とご支援を頂けますようお願いいたします。 

 本年もこの学校新聞「前進」を発行する予定に

しています。生徒の様子や学校の姿、学校行事、

翌月の行事等をお知らせしますので、是非ご一読

下さい。 

 

－年度初めの家庭訪問－ 

 ４月の慌ただしい中ではありますが、本年度も

学校教育へのご理解をしていただき、より教育効

果を上げるために家庭訪問を実施します。時間が

限られていますが、よろしくお願いいたします。 

―ＰＴＡ総会― 

５月７日（木）にＰＴＡ総会が実施され

ます。当日の日程は次のとおりです。多数の参加

をお願いいたします。場所は本校体育館です。 

 ○ 参 観 授 業 １３：２０～１４：１０ 

 ○ ＰＴＡ総会 １４：３０～ 

―春季体育大会― 

 ５月２３日（土）に体育大会を開催し

ます。詳しい日程などは後日連絡をします。多く

の皆様のご来場をお待ちしています。なお、雨天

の場合は順延となります。 

就学援助制度のお知らせ 
 別府市では、別府市に住民票があり、別府市内

の小中学校に在籍しているお子さんが経済的な

理由で就学が困難な場合、予算の範囲内で就学援

助を実施しています。 

 この制度は保護者の方が申請することが申し

込みになりますので、申請しなければ対象家庭で

あっても援助はありません。 

 また、所得額によって認定されない場合もあり

ます。ご丌明な点や詳しくは、別府市教育庁学校

教育課（２１－１１１１内線５５２３）または、

学校事務室（２２－４２７５）までお問い合わせ

下さい。 

ガラス破損時の負担について 
 生徒によるガラス破損については、過失のある

なしにかかわらずや学校のルールを守ってであ

っても、全額保護者負担が原則となっています。

中学生として先を予測した行動が求められてい

ますので、十分気を付けて行動してほしいと思い

ます。ご理解、ご協力をお願いいたします。  

 

４月の行事予定 

 １５日（水）大分県学力定着状況調査（２年） 

       協議専門委員会 

 １６日（木）２・３年写真撮影 

 １７日（金）身体測定（１年） 

 １８日（土）２・３年ＰＴＡ参観授業 

       １年普通授業（３時間） 

 ２０日（月）心臓検診（１年） 

 ２１日（火）全国学力・学習状況調査（３年） 

       Ｐ常任委員会・Ｐ学校委員会 

 ２２日（水）家庭訪問 

 ２３日（木）家庭訪問 

 ２４日（金）生徒大会・家庭訪問 

 ２７日（月）協議専門委員会・家庭訪問 

 ２９日（祝）昭和の日 

１年おじか集団宿泊体験学習 

 ３０日（木）１年おじか集団宿泊体験学習 

       家庭訪問（２・３年） 

５月１日（金）１年おじか集団宿泊体験学習 

       家庭訪問（２・３年） 



青山中学校の各担当 
 平成２７年度の学級担任や部活動の担当者を紹

介します。精一杯頑張りますのでよろしくお願い

いたします。 

○校長 髙橋 祐二（社会） 

○教頭 安部 泉治（国語） 

学年 組 名 前 教科 部活担当 

１ 学年主任 尾家 宏昭 国語 バスケ女子 

 １ 阿部 信之 理科 バレー 

 ２ 川野久美子 英語 水泳 

 ３ 本田 卓裕 社会 野球 

 ４ 田嶋 一翔 数学 サッカー 

 ５ 原田 豊之 保体 ソフトテニス男子 

 サポ２ 小林 俊幸 理科 美術 

 副担任 西田 元久 数学 （硬式テニス・相撲） 

 副担任 岩尾 衛里 英語 美術（バドミントン） 

２ 学年主任 牧   宏志 数学 野球 

 １ 小迫 敬文 数学 バスケ男子 

 ２ 足立 麻美 保体 水泳（剣道） 

 ３ 白石 晃士 社会 サッカー 

 ４ 山村 尚恵 家庭 茶道・ソフトテニス男子 

 ５ 油布 和敏 英語 卓球 

 サポ１ 佐脇 理美 国語 美術（空手道） 

 副担任 古庄 道博 音楽 合唱 

 副担任 田中奈津子 理科 ソフトテニス女子 

 副担任 中村慎之介 国語  

３ 学年主任 加藤 裕子 国語 バスケ男女（柔道） 

１ 坂本  章 社会 野球 

２ 矢頭 郁惠 美術 陸上 

３ 吉永  香 数学 卓球 

４ 薬師寺史典 技術 ソフトテニス女子 

副担任 荒木 洋一 理科 バレー 

副担任 小野久美恵 英語 卓球 

副担任 野上 祐司 体育 陸上 

 保健室の先生 廣岡 千穂 養護教諭（茶道） 

 事務室の先生 田中 宏和 主事 

        大野由美子 給食事務 

        吉田  巧 用務員 

 いきいき支援員  前田 茂洋 

藤澤 静子 

 スクールカウンセラー  堀本フカヱ 

 スクールサポーター   後藤 奈緒 

 図書司書    山本 圭子 

 地域スクールガードボランテ 

ィアの方々も生徒の皆さんの登 

下校を見守っていただいています。ありがとうご 

ざいます。 

【本年度の私の抱負】 

始業式に２・３年の代表生徒が抱負を発表しまし

た。 

【2 年 藤澤 仁美】 

 私が２年生でがんばりたいことは３つありま

す。 

 まずは、後輩のお手本になるような先輩になる

ことです。今まで私達は、２・3 年生についてい

く後輩という立場でしが、これからは先輩として

過ごすことになります。1 年生はわからないこと

や丌安なことがたくさんあると思うので、1 年生

と接することの多い私たち 2 年生が、しっかりサ

ポートしたいです。また、先輩としてはずかしく

ないように、服装などもきちんとしていきたいで

す。自分たちが気を付けるだけでなく、、間違っ

ていることは間違っていると注意のできる先輩

になりたいと思います。 

 ２つ目は、自分の意見をはっきり言うことで

す。私は、自分の意見を言うことが苦手で、周り

に流されてしまうことがあります。特に、人に何

か頼まれたとき断ることができず、無理をしてし

まうことが多くありました。だからこれからは、

自分の意見をはっきりと言えるように努力して、

よりよい友達関係をつくりたいです。 

 最後は、副会長として皆をひっぱっていけるよ

うになることです。２年生は１年生に比べて行事

が増えます。一つ一つの行事を成功させ、１１月

の修学旅行では、学年全体が仲よく充実して過ご

せるように、代表として頑張りたいです。 

【３年 中町 愛菜】 

 私は春休みに入る前に学習の計画を立てまし

た。宿題以外に自学などもやろうと計画していま

した。しかし、宿題が多く大変で思うように計画

どおりにすすみませんでした。私は今年度から受

験生です。今の私は計画を春休みに立てていまし

たが、計画通りにすることが苦手なので、これか

らは一日一日計画を立て、反省をしていきたいと

思います。そして、時間を大切にし、むら、無駄

のない勉強をして、来年の春志望校に合格できる

よう頑張っていきたいです。 

 そしてもう一つ頑張りたいことがあります。そ

れは執行部です。中学校生活最後の体育大会、文

化祭を今までの伝統を受け継ぐとともに、新しい

取組も入れながら、全校生徒、保護者、地域の方々

全員が思い出に残るものを作りあげていきたい

です。そして、青山中学校でよかったと思えるよ

うな卒業式になるように３年生の絆を深めるこ

とのできる１年間にしたいです。 

 



 


