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＜＜＜＜１１１１１１１１・・・・１２１２１２１２月月月月のののの学校学校学校学校のののの様子様子様子様子ですですですです＞＞＞＞    
◎◎◎◎【【【【期末期末期末期末テストテストテストテスト・・・・通知表通知表通知表通知表】】】】    

１２月１・２日に期末テストを実施しました。

２学期の学習の定着を知るテストです。３年生

は、高校受験の内申に影響する試験になります。 

試験範囲もいつもより早く発表して取り組み

ができるようにしました。試験範囲が決まって

いるので、取り組みの差がそのまま結果に出て

います。苦手な教科・単元を見つけ、冬季休業

中に理解していきましょう。 

通知表は、定期テストの結果だけでなく、教

科の観点項目があり、それの結果で評価してい

きます。平素から、授業道具を忘れない、技能

教科は作品を完成させる。見学をしないで参加

する。授業中に私語をしない、積極的な発言を

する、ノートの整理、宿題の提出などが基本的

な評価の基礎点になりますので、こういう点を

おさえていくといいです。 

また、評定が 1 学期と比較して、２段階上が

ったり下がったりする人がいます。上がると嬉

しいのですが、上下した訳を学級担任・教科担

任に聞いて、新学期に備えて下さい。 

◎◎◎◎【【【【アンアンアンアンケートケートケートケート結果結果結果結果】】】】    

  学校評価のアンケートのご協力ありがとうご 

ざいました。例年、生徒・保護者・教職員を対象

にして、７月・１２月・3 月に実施しています。

3 学期は、登校する日数が短い３年生は除き、1・

2 年生と教職員でアンケートを実施します。 

さて、7 月と 12 月のアンケート結果を大まか

に比較してみました。 

  保護者の方の２０の質問に対して、１・３年生 

は肯定的な意見の項目が１１・１２項目あり、改

善がみられたという評価です。逆に、２年生は否

定的な意見の項目が１２項目ありました。否定的

な意見の項目内容は、「環境整備、聴く姿勢、学習

に取組む姿勢、補充学習等」学習に関する項目が

否定的で評価が下がっています。 

生徒の方は、２６の質問に対して、２・３年生

ともに肯定的に評価している項目は２３項目あり 

ました。２・３年生は２学期のほうが改善した

と感じている生徒が多かったようです。２年生

は、保護者と生徒との評価の違いが大きいの

で、今後アンケートの項目ごとに学年で検証し

て、具体的な取組を示す事によって３学期につ

なげていこうと考えています。 

◎◎◎◎    １２１２１２１２月月月月１５１５１５１５日日日日～～～～１１１１２２２２月月月月２２２２４４４４日日日日の期間は、「「「「おおおおおおおお    

いたいたいたいた年末事故年末事故年末事故年末事故ゼロゼロゼロゼロ運動運動運動運動」」」」でした。 

冬休みに入りますが、休み中に交通事故に遭 

わないように注意をお願いします。特に中学生

になると、自転車を漕ぐ力が強くなり、行動範

囲も広がり、事故になると大きな事故につなが

ってしまいます。 

また、自転車は、被害者になるだけではなく、

他県では加害者になり多額の請求をされたケ

ースもあると聴いています。二人乗りなどを含

めて、危ない運転をしないような注意が必要で

す。ご家庭でもご指導お願いします。 

※亀川小・上人小の「愛パト」は、２４日の

午後実施します。    

◎◎◎◎【【【【後期生徒会役員決定後期生徒会役員決定後期生徒会役員決定後期生徒会役員決定】】】】    

        １２月に入り、いよいよ３年生から１・２年

生に生徒会もバトンタッチをする時期になり

ました。 

  去る１２月１７日（木）５・６限に立会演説・

投票が行われました。立候補者・応援者ともに

立派な立会演説が行われました。 

投票の結果、新会長には、２年生の吉田愛子

さんが承認されました。２４日に任命式を行

い、正式に後期の生徒会がスタートします。 

 全員の執行部の当選者については、別途お知ら

せをいたします。 

◎◎◎◎【【【【土曜日授業土曜日授業土曜日授業土曜日授業】】】】    

１・２年生は、二学期のＰＴＡを昨年に引き

続き土曜日に実施しました。２年生は「生命と

看護」、１年生は「インターネットと人権」の

講演を実施しました。保護者の皆さんにも聞い

てもらうためにＰＴＡで実施しましたが、いか

がだったでしょうか。  



◎◎◎◎【【【【中三学力中三学力中三学力中三学力テストのテストのテストのテストの結果結果結果結果推移推移推移推移】】】】    

    ＜＜＜＜８８８８月月月月２２２２2222 日日日日（（（（土土土土）＞）＞）＞）＞実施実施実施実施（（（（▼▼▼▼はマイナスですはマイナスですはマイナスですはマイナスです））））    

国語 社会 数学 理科 英語 合計 

30.7 28.9 23.0 30.8 22.7 136.1 

30.7 26.6 22.7 31.7 22.5 134.2 

0 2.3 0.3 ▼0.9 0.2 1.9 

 ＜＜＜＜１１１１１１１１月月月月１１１１4444 日日日日（（（（土土土土）＞）＞）＞）＞実施実施実施実施    

国語 社会 数学 理科 英語 合計 

26.0 25.9 18.8 27.3 27.0 125.0 

24.5 24.7 18.5 27.3 24.4 119.4 

1.5 1.2 0.3 0 2.6 5.6 

 本校の結果が上の段で、下は県内の平均点です。 

＜＜＜＜１１１１月月月月にににに実施実施実施実施したしたしたした市学定市学定市学定市学定＞＞＞＞では、数学の基礎が 

▼1.6、応用▼12.5 で、理科の活用が▼2.8 でした。 

 ＜＜＜＜4444 月月月月のののの全国学定全国学定全国学定全国学定＞＞＞＞では、数学の基礎が▼3.2、

活用は▼1.9 で、理科は＋＋＋＋でした。 

試験の難易度や受験者数（希望者）によって数値 

が変わってきますが、11 月の試験では、県内で 

理科・数学が平均、国・社・英は中間の位置より少 

し上になっています。今回の試験で初めて県平均を 

下回る教科がありませんでした。 

 1 月、4 月、8 月、11 月と少しずつですが、不

得意だった理・数の教科も補充ができてきていると

感じています。 

 本校で実施される試験で平均点より低い時は、市

内より低いと考えて良いと思います。受験日までが

残り少なくなり、気持ちが焦るようになりますが、

実施した試験で理解できなかったところを必ず押

えていくことを薦めます。 

 推薦入試を受験する人も、一般入試に備えて並行

して教科の学習もしていくことが必要です。この時

期の試験勉強をする人としない人とでは、差が大き

くつくことがありますので気を抜かないように注

意して下さい。 

◎◎◎◎【【【【別府市学力調査別府市学力調査別府市学力調査別府市学力調査】】】】    

冬休み明けの１月１２日（火）に、市内一斉に学

力調査（５教科実施）が実施されます。本年度の学

力の定着状況を図る試験です。冬休みには、課題を

中心に学習に取組んでほしいものです。 

授業中理解していても、宿題等で復習をしないと

すぐに忘れていきます。特に範囲が狭いうちに少し

ずつでも復習に取り組んでいって下さい。 

 ３年生は、同じ日の 12 日は校内模擬試験を実施

します。 

1 月～3 月主要行事 
月 日 曜 予 定 行 事 

１１１１    

月月月月    

７７７７    木木木木    全校全校全校全校登登登登校日校日校日校日（（（（午前中午前中午前中午前中））））    

８８８８    金金金金    始業式始業式始業式始業式（（（（給食有給食有給食有給食有））））    

１１１１２２２２    火火火火    
市学力市学力市学力市学力テストテストテストテスト（（（（1111・・・・2222 年生年生年生年生））））    

校内模校内模校内模校内模擬試験擬試験擬試験擬試験（（（（3333 年生年生年生年生））））    

１９１９１９１９    

～～～～    

２１２１２１２１    

火火火火

水水水水

木木木木    

2222 年生職場体験年生職場体験年生職場体験年生職場体験（（（（三日間三日間三日間三日間））））

19191919 日日日日：：：：私立特奨私立特奨私立特奨私立特奨・・・・推薦入試推薦入試推薦入試推薦入試    

20202020 日日日日：：：：登校指導日登校指導日登校指導日登校指導日７７７７：：：：３０３０３０３０    

21212121 日日日日：：：：PTAPTAPTAPTA 役員会役員会役員会役員会 19191919 時時時時    

２２２２    

月月月月    

１１１１    月月月月    登校指導日登校指導日登校指導日登校指導日７７７７：：：：３０３０３０３０～～～～    

２２２２    火火火火    私立高私立高私立高私立高校校校校一般入試一般入試一般入試一般入試    

８８８８    月月月月    公立高公立高公立高公立高校校校校推薦入試推薦入試推薦入試推薦入試    

１８１８１８１８    木木木木    中学校説明会中学校説明会中学校説明会中学校説明会（（（（亀川小亀川小亀川小亀川小））））    

１９１９１９１９    金金金金    
登校指導日登校指導日登校指導日登校指導日７７７７：：：：３０３０３０３０～～～～    

中学校説明会中学校説明会中学校説明会中学校説明会（（（（上人小上人小上人小上人小））））    

２１２１２１２１    日日日日    大分高専一般入試大分高専一般入試大分高専一般入試大分高専一般入試    

２６２６２６２６    金金金金    溝部学園高校卒業式溝部学園高校卒業式溝部学園高校卒業式溝部学園高校卒業式    

２９２９２９２９    月月月月    学年末学年末学年末学年末テストテストテストテスト    

３３３３    

月月月月    

１１１１    火火火火    

学年末学年末学年末学年末テストテストテストテスト    

登校指導日登校指導日登校指導日登校指導日 7777：：：：30303030～～～～    

羽室台高等学校卒業式羽室台高等学校卒業式羽室台高等学校卒業式羽室台高等学校卒業式    

２２２２    水水水水    
同窓会入会式同窓会入会式同窓会入会式同窓会入会式    

明豊明豊明豊明豊高等学校高等学校高等学校高等学校卒業式卒業式卒業式卒業式    

３３３３    木木木木    「「「「3333 年生年生年生年生をををを送送送送るるるる会会会会」」」」（（（（予定予定予定予定））））    

５５５５    土土土土    北部中北部中北部中北部中第第第第 6666７７７７回卒業式回卒業式回卒業式回卒業式    

７７７７    月月月月    公立入試事前説明公立入試事前説明公立入試事前説明公立入試事前説明（（（（3333 年生年生年生年生））））    

８８８８    火火火火    公立一次入試公立一次入試公立一次入試公立一次入試    

１１１１５５５５    火火火火    ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ臨時総会臨時総会臨時総会臨時総会（（（（予定予定予定予定））））    

１１１１７７７７    木木木木    公立二次入試公立二次入試公立二次入試公立二次入試    

１８１８１８１８    金金金金    登校指導日登校指導日登校指導日登校指導日 7777：：：：30303030～～～～    

２２２２５５５５    金金金金    １１１１・・・・２２２２年生年生年生年生修修修修了式了式了式了式    

３０３０３０３０    水水水水    離任式離任式離任式離任式（（（（予定予定予定予定））））    

※ 変更が生じた場合は、別途お知らせします。 

※ １２１２１２１２月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（火火火火））））～～～～１１１１月月月月３３３３日日日日（（（（日日日日））））までは、 

学校学校学校学校をををを閉閉閉閉めていまめていまめていまめていますすすすので、緊急の場合は、学校

ではなく、担任や学年主任等へ直接連絡をお願

いします。 

※  昨年に引き続き、市内の中学校の卒業式は、

３３３３月月月月５５５５日日日日（（（（土土土土））））にににに決定決定決定決定しました。 



 

 


