
校 歌

一． 

たかど山  朝日に 映えて  

牧の原  若草もゆる 

水清く  みのり ゆたけき 

うるわしの  八幡の里に 

ああ 我等  若き力もて 

清き心  育てん 

二． 

風雪の

緑こし

春秋の

力あれ

ああ

強き体

三．  

耶馬溪に  紅葉色映え  

進みゆく  世紀をかざる  

胸にもゆ  理想かかげて  

いざ共に  真理求めん  

ああ  我等  若き力もて  

光る英智  みがかん 

沿 革 

昭和

２２年 八幡村立八幡中学校を開設

（１年生７２名 ２年生５８名

２３年 新校舎落成 八幡中学校

２７年 野球部・ソフトボール部優勝

３０年 町村合併により、玖珠町立八幡中学校となる

３５年 全校舎焼失（２月） 新校舎落成（７月）

３７年 バレーボール部優勝 県弁論大会優勝

３８年 バレーボール部優勝（４０年）

４１年 ソフトボール部優勝 

４２年 バスケットボール部優勝

４７年 プール完成 

５０年 郡駅伝大会優勝 

５６年 ソフトボール部優勝（６３年）

平成

５年 バスケットボール部優勝

７年 新校舎落成 

９年 グラウンド整備工事完成

１２年 野球部優勝（１３～１４年）

１５年 野球部優勝 男子卓球部優勝

１９年 野球部優勝 

２１年 郡駅伝大会優勝 

２２年 運動場部室移転新築工事完成

２４年 学校運営協議会を設置（コミュニティ・スクール）

相談は、校長・教頭・養護教諭及びスクールカウンセラーなど職員全員が

窓口になります。

学校メールアドレス

学校ＨＰアドレス

作詞  佐々木 真郎 

作曲  田坂 保 

試練に耐えて  

校庭のすずかけ  

木陰につどい  

励む  賛歌よ  

我等  若き力もて  

きたえん   

村立八幡中学校を開設

２年生５８名 ３年生３２名） 

八幡中学校ＰＴＡ発足 

野球部・ソフトボール部優勝 県大会出場 

町村合併により、玖珠町立八幡中学校となる

新校舎落成（７月）

県弁論大会優勝

バレーボール部優勝（４０年）

バスケットボール部優勝 郡陸上大会女子優勝 

ソフトボール部優勝（６３年）

バスケットボール部優勝

グラウンド整備工事完成 バレーボール部優勝（１０年）

野球部優勝（１３～１４年）

男子卓球部優勝 第２０回記念文化祭 

運動場部室移転新築工事完成

学校運営協議会を設置（コミュニティ・スクール）

１年
２年
３年

研究主任

授業改善
校内研究

･校内研究
･道徳教育
･総合的な学習の時間
･図書館教育
･キャリア教育

八幡中学校「いじめ・体罰・ハラスメント」相談窓口

相談は、校長・教頭・養護教諭及びスクールカウンセラーなど職員全員が

窓口になります。お子様のことで相談があれば、お気軽に相談ください。

コミュニティ・スクール 

玖珠町立八幡中学校

〒 ８７９－４５２１ 

大分県玖珠郡玖珠町大字太田１４６２番地

ＹＡＨＡＴＡ 

電 話 ０９７３－７２－０４１５

ＦＡＸ  ０９７３－７２－０４６４

学校メールアドレス a47160@oen.ed.jp
学校ＨＰアドレス http://tyu.oita-ed.jp/kusu/yahata

佐藤　　強 江藤　大介

授業規律 体育的取組（行事　１校１実践）
職員研修

１年 １年
２年 ２年
３年 ３年

教　　頭

学校運営組織図

学校運営協議会
校　　長

研究主任 生徒指導主任

教　　務
教務主任
武石　洋治

学校運営協議会
教育課程
P　T　A
学校行事
小中連携

研究部 生徒指導部

学力の保障 自己有用感の向上
授業改善 生徒指導 生徒会
校内研究 人権教育（８課題）

三重野佳菜子 ◎江藤　大介
　武石　洋治

◎佐藤強　萩原直子 　安部　広樹
教　育　課　程

･校内研究 ･特別教育
･道徳教育 ･人権教育
･総合的な学習の時間 ･生徒指導
･図書館教育 ･情報教育
･キャリア教育 ･環境教育

･国際理解教育

八幡中学校「いじめ・体罰・ハラスメント」相談窓口

相談は、校長・教頭・養護教諭及びスクールカウンセラーなど職員全員が

お子様のことで相談があれば、お気軽に相談ください。

玖珠町立八幡中学校

大分県玖珠郡玖珠町大字太田１４６２番地

ed.jp/kusu/yahata

校訓

コミュニティ・スクール

塩﨑　千広

体育的取組（行事　１校１実践）
安全教育

１年
２年
３年

企画調整委員会

職員会議

保体主任
保体部

生活習慣と運動習慣の確立

健康教育

穴井宏哉　◎塩﨑千広

･特別支援教育
･体育に関する指導
･食に関する指導
･学校保健
･安全教育
･中体連（部活動･陸上･駅伝）

校訓

平成２９年度

学校要覧

地域とともにある学校

コミュニティ・スクール

玖珠町立八幡中学校

学校要覧

玖珠町立八幡中学校



学校教育目標

部活動

研究主題及び研修の方向性

年間行事計画 

全国学力調査・大分県学力調査（４月実施） 玖珠町学力調査（４月，１２月実施） 玖珠町数学・英語確認テスト（年４回実施） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

始業式 家庭訪問 郡総体 期末考査 始業式 小中合同 中間考査 文化祭 期末考査 始業式 私立入試 卒業式
入学式 生徒総会 陸上大会 ｸﾗｽﾏｯﾁ 運動会 修学旅行 ｸﾗｽﾏｯﾁ 卒業考査 公立入試
歓迎遠足 中間考査 県総体 新人大会 終業式 ｸﾗｽﾏｯﾁ 期末考査

終業式 終了式

生徒数 ２３名 

 １学年 ２学年 ３学年 計 

男 子 ０ ６ ５ １１ 

女 子 ５ ２ ５ １２ 

計 ５ ８ １０ ２３ 

職員数 １４名 

職  名 氏  名 分 掌 

校  長 上田 俊彦  

教  頭 渡邊 寛幸 全般の管理・指導 

1 年部 
江藤 大介 生徒指導･学級担任･国語

三重野佳菜子 音楽 

２年部 
武石 洋治 教務主任・社会 

穴井 宏哉 学級担任・保体 

養護教諭 塩崎 千広 保健・給食指導 

３年部 

佐藤  強 研究主任・学級担任・数学

萩原 直子 英語 

安部 広樹 理科 

図書司書 西野眞起子 図書館運営 

学校用務員 吉光 穂波 施設営繕等 

ＡＬＴ ショーン・オットゥー 英語指導 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 坂本 扶美 カウンセリング 

学校運営協議会委員 

委員名 自治区 備 考 

後藤喜美男 小 原 会長・地域代表 

秋好 裕一 綾 垣 地域代表 

帆足恵美子 錨 田 々 

田坂小百合 山 下 々 

長江 寿子 学校区 々 

帆足 智己 下綾垣 々 

相良 尊徳 四日市 学識経験者 

豊國 隆信  中 丁 々 

梶原 堅次 太 田 ＰＴＡ代表 

松尾 宜子 太 田 々 

瀧石 尚幸 太 田 々 

佐々木高子 山 下 々 

めざす生徒像 

夢と目標に向かっ

て挑戦する生徒

・仲間とともに学び

あい、伸びようと

する生徒 

・自己有用感が持て

る生徒 

めざす授業像

主体的に学ぶ

能動的な学習

・生徒指導３機能を

生かした授業 

・つけたい力を意識

した密度の濃い授

業 

めざす学校像

地域とともに

ある学校

・意欲を育み学力を

保障する学校 

・子どもの姿を通し

て地域から信頼さ

れる学校 

自ら考え表現し、いきいきと活動できる生徒の育成 

○ 「学びに向かう力」と思考力・判断力・表現力の育

成をめざす。 

○ 「生徒指導３機能」を意識し、各教科において問題

解決的な展開の授業を実施。

地域とともにある学校 

家庭・地域との連携 

○情報の発信と受信 

・教育内容や教育活動の状況及び自己評価、学校関係者評価の結

果等の情報を積極的に発信し、保護者や地域の信頼を得るための

工夫改善を図る。

○学校運営協議会の開催 

・学校運営協議会を毎月定期的に開催し、家庭や地域の意見に耳

を傾け、学校運営を行う。 

○関係機関との連携 

・地域の諸団体の応援と支援を仰ぎ、地域と一体となった学校づ

くりを推進する。 

○家庭との連携 

・家庭と連携し、基本的生活習慣や家庭学習等を充実させる。 

○小学校との連携 

・小中合同研修会を開催し、行事等による児童生徒の交流を積極

的に行う。
重点目標 

○ 意欲を育み、学力を保障する 

○ 自己有用感の向上 

○ 生活習慣と運動習慣の確立

校時表 

朝読書  ８：２５～ ８：３５

朝の会  ８：３５～ ８：４５

１校時  ８：５０～ ９：４０

２校時  ９：５０～１０：４０

３校時 １０：５０～１１：４０

４校時 １１：５０～１２：４０

給 食 １２：４０～１３：０５

昼休み １３：０５～１３：３５

５校時 １３：４０～１４：３０

６校時 １４：４０～１５：３０

清 掃 １５：３０～１５：４５

学 活 １５：５０～１６：２０

（学活にドリルタイムを含む）


