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２学期末ＰＴＡ終わる 

１２月６日（土）１・２年生は１・２限に参観

授業、３限に１年生は総務省九州総合通信局の西

垣様を講師にお迎えして特設授業「ネットマナー

講座」を開催し、ネットの有効利用と危険につい

て学びました。被害者にならないとともに加害者

にならないようルールやマナーを守ってほしいと

思います。保護者の皆様もフィルタリング等を講

じて子どもたちを守るようお願いします。 

また、２年生は学年・学級ＰＴＡを開催し、３

年生に向けての学習の準備や冬休みの生活につ い

てのお話がありました。 

なお３年生は３時間普通授業を実施しました。

大変寒い日でしたが、 

多くの保護者の方に 

参観頂きありがとう 

ございました。 

 

 

 

なお、平成２７年度に   次年度は、鶴見小・ 

南立石小と同一日にな 

らないよう調整させて 

いただきます。大変ご迷惑をおかけしました。 

 平成２６年度第１回青山中学校区 

コミュニティースクール推進委員会 

 

 １２月４日（木）本校研修室にて、上記の会が 

本校及び本校校区の２小学校のコミュニティー

スクール推進委員と各学校のＣＳ担当者が集ま

り開催されました。当日は市教委の担当課から２

名参加していただき、各学校の今年の取組と課題

等を出し合いました。 

 そして、今後の日程や取組について共通理解す

るとともに、平成２８年度のスタートに向けて、

確認を行い終了しまし 

た。 

 今後、保護者の皆様 

や地域の方々にもご協 

力いただくことがたく 

さん出てくると思いま 

すがよろしくお願いし 

ます。 

 

 

 

 

 

（スクリーンを使っての講演） 

１２月１７日（水）に浜田博別府 

市長による出前講座が、本校体育館 

で開催されました。当日は今冬最も 

寒い日となりましたが、生徒は講演 

を熱心に聴くことができました。同 

席した寺岡教育長からもお褒めの言葉をいただ

き、生徒の２学期の成長に喜びを感じました。講

演はスクリーンを使い、別府温泉の素晴らしさと 

      別府の観光開発に尽力した油屋熊八 

の功績、市民憲章の説明等がありま 

した。 

       最後に２年の佐藤るうさんが生徒 

を代表してお礼の言葉を述べ、会を

閉じました。浜田市長様ありがとうございました。 

ダメはダメ！ 
＝＝させない外泊・許さない喫煙＝＝ 

子どもにこれだけは絶対に許してはいけませ

ん。どこから魔の手が・・。 
 冬休みは、周りのムードに乗せられて、子ども

たちが背伸びをしやすい時期でもあります。その

中、大人が忙しいことを幸いに、『みんな友達の家

に泊まりに行っている』と称し、外泊しようとし

ます。決してみんな行っていません。また、過去

を振り返ると、外泊を許され、深夜徘徊を繰り返

し、警察に補導されるケースもありました。また、

喫煙や飲酒に至るケースもあり、決して良い方向

に向いていなかったと記憶しています。子どもを

泊まりにやらない、友達を泊まらせない。これは

保護者全員で確認したいことでもあります。是非

ご協力をお願いします。 

 カラオケボックスも同じことが言えます。子ど

もだけで行くことは絶対許可しないことをお願い

します。『○○ちゃんも行くから』という言葉に惑

わされず、自分の子は自分で守りましょう。わが

子を止めることで友達も守って下さい。 



 

【別府市陸上選手権大会】 

男子 中学生男子１００ｍ  第２位  渡部 豪琉 

 中学生男子２００ｍ  第２位  川野 雅弥 

                   第３位  鷲尾 侑祈 

    中学生男子砲丸投  第２位  大久保瑠星 

女子 中学生女子８０ｍH   第１位  井上 咲優 

    中学生女子４×１００リレー  第２位 

【大分県中学校体育大会】 

○テニス 

男子ダブルス 第３位  松本 航輔・竹市 竜司ペア 

女子シングルス 第３位  矢野 日奈子 

○柔道 

女子体重別   第３位  中西 絢香 

○陸上 

男子 共通男子三段跳  第２位  安部 将弥 

女子 共通女子２００m    第２位  野上 優愛 

    ３年女子８００ｍ    第３位  江口 幸花 

    １年女子１００ｍ    第３位  野上 愛美  

【第６３回大分県学校書写大会】 

毛筆の部金賞 ３年日名子 大輝 ３年 熊谷 朱莉 

          １年 住吉 琴実  １年 加藤 未佳 

          １年 藤澤 仁美 

硬筆の部金賞 １年 加藤 未佳   

【平成２６年度大分県卓球選手権大会】 

（カデットの部） 

男子シングルス １４歳以下 

     第３位  木原 啓喜 

     第５位  藤原 央登   

第５位  木原 健登 

男子シングルス １３歳以下 

     第５位  中野 大輔 

女子シングルス １４歳以下 

     第３位  吉武 実梨 

【第３回別府市新チーム団体戦大会】 

卓球   男子団体  第１位 

女子団体  第２位  

【第２０回秋季別府市陸上競技記録会】 

男子  中学男子走幅跳    第２位  渡部 豪琉 

女子  中学女子４×１００M  第１位  

     中学女子１５００M    第１位  江口 幸花 

     中学女子１５００M    第２位  鎗丸 実那 

     中学女子１００M     第１位  野上 優愛 

     中学女子１００M     第２位  野上 愛美 

     中学女子１００M     第３位  安部 柚花 

     中学女子走幅跳    第１位  安部 柚花 

【第４６回ライオンズ旗争奪少年サッカー大会】 準優勝 

【第６５回宇都宮杯ソフトテニス大会】  男子 第３位 

【平成２６年度全国地域安全運動統一標語コンクール】 

○標語の部  大分県優秀賞  池邉 俊哉 

                     日名子 大輝 

【大分県中学生新人陸上大会】 

共通女子 走幅跳 第３位 安部 柚花 

【第１２回大分県新人中学生テニス選手】 

男子  団体 準優勝 

男子シングルス 準優勝 竹市 竜司  

男子ダブルス  準優勝 河野 翔悟・繁松 天流 

【大分県中学生新人柔道大会】 

女子体重別 第３位 中西 絢香 

【大分県中学生新人大会】 

○バスケットボール女子  優勝 

最優秀選手賞 髙瀬 さくら 

【平成２６年度別府こども環境絵画・作文展】 

中学校絵画の部 優秀賞  芦原 佳苗 

佳  作   宮川 未来 

【第６０回別府市中学校弁論大会】 

優秀賞  三原 友佳 

【第 1６回創造アイデアロボットコンテスト九州大会】 

応用部門      青山 A  １勝１敗予選敗退 

授業内部門    青山 3号１勝１敗予選敗退 

 

≪通知表について≫ 
 明後日２４日に通知表を渡します。これは２学

期の生徒の学習や生活、そして行事への取組、学

級内での様子等を保護者の皆様にお伝えするため

のものです。各学級担任からはできるだけ良い面

をお伝えしたいと考えています。しかし、生徒へ

の思いが強いが故に、「こんなふうになって欲し

い」「だから、こうして欲しい」という願いも多

くなっています。中には厳しい言葉も見られます

が、担任の生徒に対する強い思いの表れとご判断

ください。また、学校だけでは改善できない点も

あります。ご家庭でのご協力をよろしくお願いし

ます。 

１月行事予定 

 １日（祝）元日 

 ８日（木）始業式（給食あり） 

 ９日（金）１・２年市学力調査、３年校内模試 

１２日（祝）成人の日 

１３日（火）１・２年課題テスト 

２０日（火）私立高校推薦・特別奨学生入試 

２７日（火）～２９日（木）２年職場体験学習 

※毎木曜日にはスクールサポーター 、毎金曜日にはスク

ールカウンセラーが来校しますので、ご活用ください。 



 

 

 

 

 


