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＜＜＜＜1111 学期学期学期学期がががが終了終了終了終了しましたしましたしましたしました！！！！＞＞＞＞    
◎ 明日から夏休み、9 月１日の始業式までの間、

子どもたちは家庭での生活が中心になりますの

で、よろしくお願いいたします。 

本年度は、８月６日と８月２６日～２８日を全校

登校日とします。６日は登校時間を少し早くして

８時までの登校になります。２６～２８日は８時

２０分登校で、午前中３時間、給食はありません

ので家庭で準備をお願いします。 

休み中で、家庭の予定もあると思いますので、都

合が悪い場合は、学校へご連絡いただきますよう

お願いします。 

◎ 先週の 1１日（土）に行われた 1 学期末学年Ｐ

ＴＡの参加有難うございました。三年生は市内

の鶴見丘・翔青・明豊・溝部学園の高校説明会

をおこないました。 

二学期も、12 月の第２土曜日にＰＴＡを実施し

ますので、ご参加のほどよろしくお願いします。 

◎ 今週の１４日（火）に１年生の後期生徒会執行

部役員の選挙をしました。副会長１名・書記１

名を決める選挙でしたが、８名の立候補者とそ

の応援者をいれて総勢１６名が、ステージの上

から１年生全員に向かってはっきりと自分の意

見を言う事が出来ました。当選者が２名の枠で

したので、残念な結果に終わった人が多かった

のですが、支える側としてまた協力をしてほし

いと願っています。活発な生徒会活動を引き継

げるように当選者は頑張ってほしいものです。 

◎ 1 学期を振り返ると、昨年に比べるとやや減少

したようにありますが、携帯電話やネット上の

書き込みによるトラブルがあります。 

使用についての注意はしていますが、本人の自

覚に任せる状況です。昨年度の市内のアンケー

トでは、学校がある日でも、深夜まで友達と数

百回ものやり取りをしたり、ゲームを限りなく

して寝不足で体調不良という生徒もいます。ネ

ットは便利ですが、使い方を間違って、載せて

はいけないものを掲載すると、不特定多数が閲

覧し、本人が知らないうちに大きなトラブルに

発展していく場合があるので注意が必要です。 

１７日に「スマホ・ケータイ安全教室」を開く

予定でしたが、台風１１号のため延期しました。

夏休み中は、ぜひお子さんと携帯やネットの使

用について、時間を決める等、家庭内の約束事

項を決めて正しい使用を進めてください。 

※※※※    40 日間、不規則な生活を送らないように、

休み中の計画を立てています。立てた目標が

達成できるように、点検をしながら応援をよ

ろしくお願いいたします。 

＜＜＜＜県総体県総体県総体県総体のののの予定予定予定予定＞＞＞＞ 

 7 月 2２日（水）～2４日（金）まで下表の日

程で開催されます。 

種目 会場 相手・時間 

バスケット

ボール男子 

2３、2４ 

総合体育館 

23 日 中津中と 

臼杵東中との勝者 

９：３０～ 

バレー 

ボール男子 
大分城東中 

2３日 第１試合 

大分滝尾中 

ソフトテニ

ス女子 

だいぎんテ

ニスコート 

22 日個人戦 

23 日団体戦予選 

中津城北中 

日田南部中 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 

女子 

男子（個人） 

大分市コン

パルホール 

23 日個人・団体 

臼杵西第 3 試合 

24 日団体残り 

剣道 
三重大原 

総合体育館 

女子個人 2３日 

男子個人 24 日 

陸上 大銀ドーム 
23 日 10:00～ 

2４日 9:30～ 

水泳 青山プール 
2３日 9:30～ 

2４日 9:00～ 

硬式テニス 
駄ﾉ原 

庭球場 

23・24 日個人 

シングルス 

細かい日程や対戦相手については、部活動顧問

より別途連絡をします。 

応援よろしくお願いいたします。 

〈〈〈〈大分県学力定着状況調査大分県学力定着状況調査大分県学力定着状況調査大分県学力定着状況調査速報速報速報速報〉〉〉〉 

4 月 1５日（水）に 2 年生が実施した調査結
果が７月８日（水）に届きました。個人の結果
については、夏休みの家庭訪問でお話しする時
間をとらせて下さい。 

社会を除く国・数・理・英の 4 教科が実施さ
れ、学年全体では、県の正答率で比較すると、
全教科マイナスです。市の正答率比較では国
語・数学・の活用、英語の基礎はプラスになっ
ています。数学の基礎、英語・理科の活用のマ
イナスの差が大きいのが課題です。 

各問題のどこが苦手で、どこが良く分かって
いるのかを今後分析をします。分析結果や手立
ては、後日お知らせをします 



◎ 夏休み中の行動は、中学生として個々でしっか

り判断してほしいと願っています。特に、「交通

事故」・「水泳など水の事故」等の命に関わる事

故には遭わないように、しっかり注意をお願い

します。 

自転車は、被害者として怪我をするだけでなく、

加害者として怪我をさせた場合、多額の支払い

が生じた事例を聞く事が多くなりました。通学

では使えないので、休み中に事故をおこさない

よう充分注意をお願いします。 

関の江海岸の「遊泳禁止区域（ネット外）」での

遊泳は禁止であるという注意が再度ありました

ので、守らせて下さい。関の江海岸の「海開き」

は２０日（月）ですので、それまでは遊泳でき

ません。 

◎ 休み中、学校は土・日以外は、8 時から 17 時

までは職員が勤務しています。夏休み中の学校

開放（学習の場の設定）も学年ごとに実施して

います。設定した日以外では、用事がある場合

は、学校に一度連絡して先生がいるかどうか確

認をして下さい。 

◎ 1 学期の学校評価のアンケートご協力ありがと

うございました。教師・生徒・保護者の方の意

見を項目ごとに集計して、検討していきます。

詳しい内容は後日ご報告いたします。 

◎ 例年６月に校内で学年対抗ミニバレーボールを

実施していましたが、本年度は市Ｐ連のミニバ

レーが１１月に計画されましたので、本校の親

睦ミニバレー大会を９月２７日（日）に延期し

ました。 

親睦を深め、楽しいひと時が過ごせたらいいな

と思っていますので、ふるって参加していただ

けるようお願いします。 

＜＜＜＜コミュニティスクールコミュニティスクールコミュニティスクールコミュニティスクール活動活動活動活動＞＞＞＞ですですですです    

        ３３３３年目になり、ＣＳも本格的な活動に入りまし

た。ＣＳ推進委員会も「学校運営協議会」と名称

も変わりました。学校運営協議会の委員は、１０

名で構成されており、委員長は山則ＰＴＡ会長に

していただいています。会の中を「学習支援部」

「生活支援部」「環境支援部」の三部に分けて年

間の活動を計画して実施していきます。 

  具体的には、生活支援部が１９日の関の江・上

人が浜海岸の清掃活動に参加します。生徒は約６０ 

※※※※本年度本年度本年度本年度はははは市市市市ＰＰＰＰ連連連連のミニバレーはのミニバレーはのミニバレーはのミニバレーは１１１１１１１１月月月月２８２８２８２８日日日日

（（（（土土土土））））にににに実施実施実施実施がががが予定予定予定予定されていますされていますされていますされています。。。。    

そのそのそのその節節節節はよろしくおはよろしくおはよろしくおはよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。 

ぐらいが参加予定をしています。保護者の皆さん

や地域の方の参加も是非お願い致します。 

また、８月１日の亀川の「夏まつり」も、ゴミ

箱作り、うちわ配り、吹奏楽演奏などでお祭りの

お手伝いをする予定です。 

新しい行事を特別に作って実施するわけでは

ありませんが、「あいさつ運動」に来てくれたり、

学校の花壇の花を植えたりする活動を通して学

校の支援をしていただくように考えています。 

７月行事・８月主要行事 
月 日 曜 予 定 行 事 

７７７７    

月月月月 

２２２２１１１１    火火火火    家庭訪問家庭訪問家庭訪問家庭訪問・・・・三者面談三者面談三者面談三者面談～～～～5555 日日日日    

２２２２２２２２

～～～～    

２２２２４４４４    

水水水水    

～～～～    

金金金金    

県中学校総合体育大会県中学校総合体育大会県中学校総合体育大会県中学校総合体育大会～～～～    

２６２６２６２６    日日日日    夜間教員補導（花火大会） 

８８８８    

月月月月 

１１１１    土土土土    
亀川夏亀川夏亀川夏亀川夏まつまつまつまつりりりり 17171717：：：：30303030～～～～    

夜間教員補導（夏祭り） 

６６６６    木木木木    全校登校日全校登校日全校登校日全校登校日 8888：：：：00000000～～～～    

２２２２００００    木木木木    学学学学校運営協議会校運営協議会校運営協議会校運営協議会 10101010：：：：00000000～～～～    

２２２２2222    土土土土    中中中中３３３３学力診断学力診断学力診断学力診断テストテストテストテスト    

２５２５２５２５    火火火火    
「「「「差別差別差別差別をなくすをなくすをなくすをなくす市民市民市民市民のののの集集集集いいいい」」」」    

ビーコンビーコンビーコンビーコン 13131313：：：：30303030～～～～    

２２２２６６６６    

～～～～    

２２２２８８８８    

水水水水

～～～～    

金金金金    

夏休夏休夏休夏休みみみみ授業日授業日授業日授業日 8888：：：：20202020～～～～    

午前中 3 時間（弁当無し） 

    ３０３０３０３０    日日日日    愛校作業愛校作業愛校作業愛校作業 7777：：：：30303030～～～～    

９９９９    １１１１    月月月月    二学期始業式二学期始業式二学期始業式二学期始業式    

※変更は、別途お知らせします。 

3 年生の三者面談や高校のオープンスクールの

日程は掲載していません。３学年通信等で確認し

てください。欠席連絡は、分かった段階で必ず連

絡をお願いします。 

    
＜＜＜＜おおおお知知知知らせらせらせらせ＞＞＞＞ですですですです    

 

「「「「私私私私たちのたちのたちのたちの道徳道徳道徳道徳」」」」のののの活用活用活用活用についてについてについてについて 

昨年度から、生徒が道徳的価値について自ら

考え、行動できるように「私たちの道徳」が全

員に配布されています。 

この本には、家庭や地域で話し合ったことを

直接書き込むことができる欄が設けられてお

り、家庭や地域で広く活用できます。 

こうした家庭や地域での活用を通じて、家庭

や地域と連携して生徒の豊かな心を育んでい

くために、「私たちの道徳」を夏休み前に持ち

帰らせますので、家庭・地域等でぜひ活用願い

ます。 



 


