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入学説明会開催 

 ２月１０日（火）に鶴見小学校で、１３日（金）

には南立石小学校におきまして平成２７年４月

に本校へ入学を予定している６年生の児童並び

保護者を対象とした入学説明会を実施しました。 

 各小学校で「入学のしおり」をもとに、入学ま

での準備等について説明しました。学校や家庭で

の学習に対す 

る基本的なル 

ールや、残さ 

れた小学校生 

活の充実につ 

いて話をしま 

した。４月 10 

日（金）の入 

学式が大変待 

ち遠しく感じます。（㊤：鶴見小体育館での様子） 

 

≪学校最大の行事≫ 

第６８回卒業証書授与式 

 ３年生の保護者の皆様には、先にご案内しまし

たが、第６８回卒業証書授与式を下記の日程にて

行います。お子様が中学を卒業する姿、そして義

務教育を修了する晴れ姿を是非ご覧いただきた

いと思います。 

 なお、保護者受 

付は体育館玄関に 

て行います。保護 

者の皆様は８時 45 

分から９時１０分 

までに受付を済ま 

されご着席ください。また、当日の気温によって

は、防寒具の御準備をお願いいたします。駐車場

は第１・第３グランドをご利用ください。 

  開  式  ９時 ３０分 

  閉  式 １０時 ５０分 

  学活終了 １１時 ４０分 

 

 

 

 

―――新体制づくり――― 

 ２月３日（火）の午後から新年度に向け、生徒

会の立会演説会と選挙が実施されました。３年生

にとっては私立の一般入試が行われた日だったの

ですが、後を受け継ぐ１・２年生にとってはいよ

いよ平成２７年度準備の一歩が踏み出された日に

なりました。南校舎や北校舎の入り口では、前の

週から立候補者と応援者による選挙活動が実施さ

れました。 

 

 

 

 

 

 体育館では諸注意の後、応援者に引き続き立候

補者による、生徒会への熱い思いが述べられまし

た。そのいくつかを紹介しますと、「先輩の良いと

ころを見て」「地域の方から褒められる」「青中生

に問いかけ考え」「小さなことから実行」「前向き

な言葉かけ」「服装や挨拶だけでなく、笑顔の溢れ

る学校」「挨拶も心からの笑顔で」等々、生徒が築

こうとする学校像が見えてきたようでした。 

特に入場から素晴 

らしい態度であり、 

聴く姿勢や投票の際 

の態度も青山中の伝 

統を引き継ぐにふさわしかっ（㊤：立候補者） 

たことは、喜びに堪えません。 

 

 

 

 

（㊤：選挙管理委員） （㊤：投票箱へ思いを） 

≪新執行部メンバー≫ 

◇生徒会長   佐藤 るう 

◇３年副会長  中町 愛菜・木原 啓喜 

◇２年副会長  内田 一徹・藤澤 仁美 

◇専門委員長  木原 健登・谷  雅哉 

         下郡 佳菜・丹田 実莉 

         野田 優水・吉田日向子 



★別府市学力調査結果★ 
≪１年≫総合正答率と全国・市との比較 

 本校 市 全国 市との差 全国との差 

国語 67.3 67.9 71.3 -0.6 -4.0 

社会 57.0 57.4 61.7 -0.4 -4.7 

数学 63.4 58.6 64.9 4.8 -1.5 

理科 56..4 56.6 60.6 -0.2 -4.2 

英語 60.8 58.6 61.1 2.2 -0.3 

≪１年≫基礎正答率と全国・市との比較 

 本校 市 全国 市との差 全国との差 

国語 69.0 69.8 72.5 -0.8 -3.5 

社会 59.8 61.1 65.3 -1.3 -5.5 

数学 67.3 62.5 67.3 4.8 0 

理科 63.1 63.0 65.9 0.1 -2.8 

英語 65.4 63.6 66.1 1.8 -0.7 

≪１年≫応用正答率と全国・市との比較 

 本校 市 全国 市との差 全国との差 

国語 61.0 61.0 66.7 0 -5.7 

社会 43.5 39.6 44.4 3.9 -0.9 

数学 42.5 38.3 52.2 4.2 -9.7 

理科 38.0 39.0 45.9 -1.0 -7.9 

英語 49.3 46.1 49.5 3.2 -0.2 

≪２年≫総合正答率と全国・市との比較 

 本校 市 全国 市との差 全国との差 

国語 65.9 69.5 69.7 -3.6 -3.8 

社会 45.2 53.5 52.2 -8.3 -7.0 

数学 55.7 57.6 59.2 -1.9 -3.5 

理科 57.2 63.0 61.7 -5.8 -4.5 

英語 49.8 56.5 58.6 -6.7 -8.8 

≪２年≫基礎正答率と全国・市との比較 

 本校 市 全国 市との差 全国との差 

国語 69.3 73.1 72.7 -3.8 -3.4 

社会 46.4 55.5 53.9 -9.1 -7.5 

数学 63.4 64.5 64.4 -1.1 -1.0 

理科 61.5 66.9 65.4 -5.4 -3.9 

英語 55.2 62.3 64.3 -7.1 -9.1 

≪２年≫応用正答率と全国・市との比較 

 本校 市 全国 市との差 全国との差 

国語 53.0 56.3 58.4 -3.3 -5.4 

社会 40.4 45.3 45.3 -4.9 -4.9 

数学 24.6 30.3 38.4 -5.7 -13.8 

理科 44.6 51.0 50.4 -6.4 -5.8 

英語 36.4 42.3 44.1 -5.9 -7.7 

○学年、教科、観点別、問題の内容別に考察を行

い、学力向上に向けた早急な対策を講じ、学年末

考査後から取り組みたいと考えております。 

 

 

 

 

 

――健闘祈る！―― 

全九州中学生バスケットボール春季大会県２次 

予選が２月７．８日の両日行われ、決勝リーグに

勝ち上がった本校女子バスケットチームは決勝リ

ーグ戦を１勝１敗の成績で準優勝となりました。

この大会の２位までが３月に福岡市で行われる九

州大会へ出場することになりました。 

≪結果≫青山６５－４８滝尾  上位入賞 

青山５０－６８戸次  に期待！ 

 

３月行事予定 
 ２日（月）同窓会入会式 

３日（火）３年生を送る会 

 ４日（水）卒業式総合練習 

 ５日（木）ＳＳ来校 

 ６日（金）ＳＣ来校 

 ７日（土）第６８回卒業証書授与式 

１０日（火）公立高校一次入試 

      １年職業講話 

      ＰＴＡ常任委員会・学校委員会 

１２日（木）ＳＳ来校 

１３日（金）公立高校一次入試発表・ＳＣ来校 

１４日（土）１・２年学年末ＰＴＡ 

１９日（木）ＳＳ来校 

２０日（金）ＳＣ来校 

２１日（祝）春分の日 

２４日（火）大掃除・新入生事前登校 

２６日（木）修了式 

２７日（金）学年末休業 

３０日（月）離任式 

 

四月行事予定 
 ８日（水）始業式 

１０日（金）入学式 

１３日（月）課題テスト 

１７日（金）～２７日（月）家庭訪問 

１５日（水）２年県学力定着状況調査 

２１日（火）３年全国学力学習状況調査 

 ※家庭訪問につきましては始業式後に詳しく 

ご連絡します。 



 


