
親など保護者の皆さま
生徒の皆さん 校長だより「夢扉」№６４号（挑戦）３５０

３月２６日から４月８日までの２週間・『よく学びよく遊べ』

私たち大人は、飲み会などの場において、集まったメンバーにもよります
が、会の終盤になると、いつのまにか、自分の通った中学校や高校の「校訓」
や「校歌」を説明したり自慢しています。

また、特に、同窓会などでは、会の終盤になると、必ずと言ってよいほど、
全員で校歌を歌うのです。

さらに、県外の郷里から遠く離れた職場に勤務し、そこで生活している人
の多くは、飲み会やちょっとした会合の場において、自分でも気づかないう
ちに、ふるさと自慢をしているらしいのです。

☆ 私は、教員として、校長として、常に、このことを意識しています。

理由は、生徒の皆さんには、自分の家庭（家族）、自分の学校（母校）、自
分の住む校区（地域）を“誇り”に感じ、それを語り、自慢できる人になっ
てもらいたいからです。

勿論、そのためには、それに見合った努力が必要です。
だからこそ、親や保護者は当然ですが、生徒の皆さんにも、家庭や学校や

地域の一員として、所属意識をしっかり持ってもらいたいのです。

また、将来、大人になったとき、そのような家庭を築くことのできる親や
保護者になってもらいたいのです。

併せて、将来、大人になり、親や保護者になったとき、“誇る”ことの出来
る学校や地域となるように、努力できる PTA 会員であったり、地域活性化の
ために貢献できる地域住民になってもらいたいのです。

よって、私は、今津小・中学校区の各家庭や今津中学校や今津地域に関す
ることで“誇り”感じ、自慢できるような事柄・者・伝統等々を探したり、
掘り起こしているのです。

例えば、今年度１５周年の今津小中学校「地域清掃活動」もそうです。
この他、日本プロ野球で名を残し、現在、MBL の解説者などを

されている元中日の大島選手は今津小・中学校の卒業生です。

さらに、皆さんの祖父母などは知っていると思いますが、３月２８日（金）、
今津公民館において、演題「博多区人形づくりから私が学んだこと」で講演
される博多人形師の武吉國明さんは、「新作博多人形展」で「内閣総理大臣賞」
を受賞した事もある名工ですが、この方も今津小・中学校区出身です。

このように私たちの今津小中学校区には「誇れる」ことが
沢山（たくさん）あるのです。

是非、皆さんも、今津小・中学校区の一員としての所属意識をしっかり持
ち、高みを目指し、春休みを「よく学びよく遊び」有意義に過ごして下さい。

平成２６年（２０１４年）３月２５日
中津市立今津中学校 校 長 池 永 正 博



○ 今津校区地域づくりアンケートについて
このアンケートにつきましては、２月２８日に配布し、３月１４日まで

に提出していただくようにお願いしていました。
しかし、まだ、３０％以上の家庭から提出いただいておりません。
今津小中学校としましては、せっかくの機会ですので、各小中学校にお

子さんを通わせている親及び保護者の方々の状況を把握したいと考えてい
ますので、明日、３月２６日には提出下さい。

なお、今津小中学校に兄弟姉妹のいる方は、小中学校のどちらに提出い
ただいても結構です。

○ 平成２６（２０１４）年度、「英検に挑戦！」に関する『希望の有無』と
挑戦に関する『計画書』を提出して下さい。

理由は、それぞれの回での受験者が１０名を超えない場合、これまでの
ような形、「今津中学校での受験」が出来なくなるからです。

また、併せて、年度当初であることから、英検にしても数検にしても、
放課後の部活動と同じで、先生方のボランティア意識でなりたっており、
生徒においても「強制」ではないことの確認はしておきたいと思います。

なお、この計画を見て、受験者が少ない場合には、「年２回の設定」とな
る場合もあるので、是非、３月２６日までに全員の提出をお願いします。

キリトリセン

今津中学校 校長 （殿）

※ 現在、私の取得している英検級は、（ ）級です。
○ 下記の１又は２のどちらかの番号を○で囲んで下さい。
１．学校での「英語検定」受験を希望しません。
２．学校での「英語検定」受験を希望します。

平成２６（２０１４）年度「英語検定」について、下記の計画に
より受験させたいと思います。（○や◎で受験期日と受験回を示す）

また、○を受験し合格した場合には◎を受験させたいと思います。

２０１４ 英検実施予定期日 準２級 ３級 ４級 ５級

第１回 ６月 ６日（金）

第２回 １０月１０日（金）

第３回 １月２３日（金）

平成２６（２０１４）年３月２６日

生徒名

親など保護者名 印



ちなみに、この博多人形は、１６００年（安土・桃山時代）の黒田長政の
筑前入国と、舞鶴城建築の際に集められた職人の手によって作られた素焼き
人形が原型と言われており、日本を代表する人形として、全国で初めて伝統



工芸品に指定されたという歴史を持っているのです。

つまり、私たちの今津小中学校の校区（地域）には

この博多人形は、明治時代になり、パリなどの国際的な博覧会で高い評価
を受け、日本を代表する人形として、全国で初めて伝統工芸品に指定された
という歴史を持っているのです。

の出来る家庭・学校・地域にの一員として

勿論、そのためには、それに値する家庭そのように努力しなければならない
からです。

日本人の持つ「謙譲の美徳」も大切にするべきですが、

皆さんには、今津中学校に「誇り」を持って通学してもらいたい

【課題】
○平成２３（２０１１）年度まで１４年連続自殺者３万人超え 克服策
○海外大学に挑戦する若者 挑戦意識の高揚、英検 支援策
○県教委を舞台とした汚職事件 正しい競争力を培う 指 導

【挑戦課題】
個人の自己肯定感や自尊感情、組織・集団の誇り・・・づくり

○１，今まであったものの掘り起こし（地域清掃活動１５周年、武吉国明、大島選手）
○２，今あるものを磨く（正直な心、あいさつ）
○３，新たに創り出す（英検に挑戦する学校、英語・日本語による弁論会に取組学校）

【手立て】



○授業改善（言語活動・・・思考・判断・表現） 習熟度授業
○学校公開など情報公開
○「させる」と「その気にさせる」
○取材依頼・・・

下線（波線）間は、３月１８日（火）午後に行われた、川合自治会長さん
等自治委員会や児童民生委員や宝珠山公民館長及び小・中学校長などで構成
している「今津ネットワーク会議」や小学校卒業式で使用した資料の一部（抜
粋）です。

１．平成２５年度、今津中学校生の「進学力」結果
参照（１）本年１月実施した中津市進路部会テストなどから見たボーダーラインとの比較

厳しく捉え、推薦入学や宇佐・高田等からの入学者を一切考慮せず出した数字。

中津市近隣公立高校 中津北 中津南 中津東 大分県内の国公立高
校どこを受験しても

今中の統計的な期待値 ８～７人 １０～９人 １３～１２人 合格できる生徒数

ボーダーを超えた生徒数 ①１７人 ②１０人 ③３０人 ④２人

中津市近隣公立高校 中津北 中津南 中津東 宇佐産 その他

平成２６年３月卒業生 ８人 ５人 ７人 ９人 上野丘１・宇佐１

私立高校など 龍 谷７（看護科２・食物科４・普通１）、清華学園１
柳ヶ浦１（看護科１）、就職２、3/20 時点 /４２卒業

この表に書かれている「ボーダーライン」については、簡潔に説明すると、
合否（合格と不合格）の確率が５０％のラインのことです。

つまり、ある高校のボーダーラインが１００点と仮定した場合、１００点
で同点の人が１０人いた場合、５人が合格し５人が不合格となると想定した
ラインと思って下さい。

本年１月実施の全市的な試験では、今中生は、中津北の「ボーダーライン」
を①１７人が超え、中津南の「ボーダーライン」を②１０人が超え、中津東
の「ボーダーライン」は③３０人が超えていました。また、その内、２人は、
大分県内の国公立高校どこを受験しても合格できる状況でした。

しかし、結果は、「中津北８人」「中津南５人」「中津東７人」の合計２０人
となりました。《県北公立高校の内、比較・検証できる３校のみを対象とした》

この意味を皆さんに考えてもらいたいのです。
私は、大きく二つの理由があったのではないかと思っています。
その一つは「本当に行きたい高校を受験した」、もう一つは、行きたくても

「ボーダーラインに近く、合格の自信がなかった」からだと推察しています。

そこで、皆さんに言いたいのです。
『本当に行きたい高校等上級学校を受験し合格できる』力をつけるために、



目標を持ち、計画を立て、「日々の努力の上にこそ結果がある」と言うことを
認識した実践を積み上げて下さい。そして「努力は裏切らない」ことを信じ
て下さい。また、高校入試から２週間が経過したことも忘れないで下さい。

平成２６年（２０１４年）３月２４日
中津市立今津中学校 校 長 池 永 正 博

◎ 今津中学生の『良いとこ所蔵館－優劣のかなたに－』（仮称）

○ 平成２６（２０１４）年３月２０日（木）に気づきました。
校長室前に０．３０キログラムの“ペットボトルキャップ”が入った袋

が３つ置かれていました。
併せて、０．４０キログラムの“ペットボトルキャップ”が入った袋が

１袋置かれていました。 ～小さな善意行動の継続をありがとう～

【情報】
○ 周知の通り、新２年生を対象にした「春休み学びのススメ塾」が開催さ

れます。実施日は、３月２７日（木）と２８日（金）、そして３月３１日（月）
です。また、設定時間は、１３：３０～１５：３０までの２時間です。

なお、対象教科は数学と英語の２教科です。
今津中学生の参加者は、２２名（／２９名中）となっています。

もなく、先生方の仕事そのものでもはないこと

あなたは、自分の進路について「選択肢」を増やしたいですか？
また、あなたは、将来、より「幸せな人生」を送りたいですか？

この「進路の選択肢を増やすこと」や「より幸福な人生を歩むこと」の二
つを成り立たせる最も大切なことは教育であり、“学びと文化の扉を開く”こ
とであると思っています。

今日は、このことを説明したいと思います。

この“学びと文化の扉を開く”は、１９５５年６月２６日、ネルソン・マ
ンデラ氏（１９１８年７月１８日生）作成の自由憲章の一節です。

この『自由憲章』は、１９４８年（昭和２３年）発足した南アフリカ政府
が出した「アパルトヘイト（人種隔離政策）」の完全撤廃を求めて作成された
ものだったのです。

また、この政府は、南アフリカを植民地支配してきたイギリス系白人とオ
ランダ系白人たちで組織されたものです。

彼は、１９６２年４４才で逮捕された後、１９９０年の釈放までの間、２
７年間も監獄で暮らした。

１９９４年 ５月１０日南アフリカ発の黒人大統領



１９９９年 ２０１３年１２月５日死去９５才

彼は、イギリス式の教育で大学に進学し１９４１年２２才で、南アフリカ
最大の都市、ヨハネスブルクに移り住み、当初、弁護士事務所に勤務してい
た。

さらに、アフリカの伝統的なヨーロッパの文化を併せ持ち、そこから新し
いものを創り出そうとしていた。

１９４８年発足の当時の政府が「アパルトヘイト（人種
隔離政策）」

１９６２年４４才で逮捕される。 １９９１年６月撤廃

自分だけでなく他者のためにも頑張れる人は伸びる

民主的で自由な社会を理想としてきた

教育が選択肢を広げる

「土地はそれを耕す人々で分かち合うこと」

◎ 今津中学生の『良いとこ所蔵館－優劣のかなたに－』（仮称）

○ ３月６日（木）数学検定結果がインターネット上で発表された（速報）
今回、本校は１２名が「挑戦」し下記の結果となりました。

【３級合格】濱田光、岡野琢斗、末廣涼翔、武石悠聖、黒川啄心（１次）
【４級合格】木戸巴那、久保奈々子、諌山雄大、
【５級合格】川合菜々美、惣原尚哉、築城陸、濱田桃子 《敬称略》

○ 英検３級の１次合格の３人が２次（英語での簡単な会話面接）も合格
【３級合格】濱田光、末廣涼翔、武石悠聖 《敬称略》

○ 平成２６（２０１４）年３月１０日（月）に気づきました。
校長室前に０．０５キログラムの“ペットボトルキャップ”が置かれて

いました。 ～小さな善意行動の継続をありがとう～

※ 高校など上級学校入試は、９教科など総合的な学力を判定することから、
本当に行きたい高校など上級学校・就職先に挑戦でき、合格できる力をつ
けることが大切である。よって、私は、この力を「進学力」と呼び、これ
を「学力」と捉え、名刺にも明記しているが、「説明できる結果」を求める。



勿論、途中経過である県や国による学力テストにも必要に応じこだわる。

１．今津中学校の「進学力」（平成２６年３月「高校入試」３／１４発表）

中津市近隣公立高校 中津北 中津南 中津東 宇佐産 その他

平成２６年３月卒業生 ８人 ５人 ７人 ８人 上野丘１ ・宇佐１

私立高校など 龍 谷７（看護科２・食物科４・普通１）、清華学園１
柳ヶ浦１（看護科１）、就職１、3/14 時点未定２ /４２卒業

参照① 本年１月実施した中津市進路部会テストなどから見たボーダーラインとの比較
厳しく捉え、推薦入学や宇佐・高田等からの入学者を一切考慮せず出した数字。

中津市近隣公立高校 中津北 中津南 中津東 宇佐産 その他

今中の統計的な期待値 ８～７人 １０～９人 １３～１２人 計算困難 計算困難

ボーダーを超えた生徒数 １７人 １０人 ３０人 計算困難 計算困難

参照② 中津市立１０中学校の在籍生徒数は約８００人です。
また、その内、本年度の今津中３年生は４２人です。
よって、４２人／８００人から、中津市の約５．２５％が本年度の今津中学生。

『中津北』の定員は１６０人である。
福岡県優先枠１１人を除くと、実際の中津北募集人数は１４９人となる。
中津北募集１４９人に対する５．２５％は ８～ ７人となる。

『中津南』の定員は２００人である。
福岡県優先枠１４人を除くと、実際の中津南募集人数は１８６人となる。
中津南募集１８６人に対する５．２５％は１０～ ９人である。

『中津東』の定員は２４０人である。
福岡県優先枠 ７人を除くと、実際の中津東募集人数は２３３人となる。
中津東募集２３３人に対する５．２５％は１３～１２人である。

※ ただし、平成２０年３月入試から始まった「県内自由通学区」を考慮し
なかった。また、推薦入試枠（定員の１０％～１５％）も考慮しなかった。

理由は、理想を求めているからである。
★本年卒業生は、この高いハードルをほぼ越えることができている。

しかし、あくまでも、ボーダー（合格可能性 50 ％）を超えたに過ぎない。

現在中２及び中１のための「進路情報」



１．「公立高校の定員」について
公立高校の定員は、その年度における中学校の卒業生徒数により決定している。
よって、大分県内の公立高校を受験予定の者は、せめて、下表を理解すべきである。

年度（西暦） 現在学年 中津市 宇佐市 豊後高田市 県北管内

平成２３年度（２０１１） 高校２年 ７７０ ５８３ ２２５ １５７８人

平成２４年度（２０１２） 高校１年 ８２３ ５６３ ２１６ １６０２人

★２５年度（２０１３） 中学３年 ８００ ５１５ １８８ １５０３人

① H ２６年度（２０１４） 中学２年 ８２８ ５７９ １８４ １５９１人

② H ２７年度（２０１５） 中学１年 ８２０ ５１３ １９６ １５２９人

平成２８年度（２０１６） 小学６年 ８０７ ５１２ １８０ １４９９人

平成２９年度（２０１７） 小学５年 ８０３ ５２０ １８３ １５０６人

平成３０年度（２０１８） 小学４年 ７６０ ４９０ １６７ １４１７人

※ ①（現中２）と②（現中１）の入試時期は、高校の定員が増えない限り「（超）激戦」

２．★平成２５（２０１３）年度〔平成２６（２０１４）年３月入試〕定員

高校名 学科名 入学定員 推薦定員 募集人員 最終志
（％） 推薦合格後 願者数

中津南 普通科 ２００ １０％ １８０ １９２ ＋１２

（耶馬溪） 普通科 ４０ １０％ ３９ ２３ －１６

中津北 普通科 １６０ １０％ １４４ １６０ ＋１６

中津東 機械 ４０ １５％ ３４ ３８ ＋ ４

電気 ４０ １５％ ３４ ３４ ± ０

土木 ４０ １５％ ３４ ４９ ＋１５

生産システム ４０ １５％ ３４ ５３ ＋１９

ビジネス会計 ４０ １５％ ３６ ３８ ＋ ２

ビジネス情報 ４０ １５％ ３４ ４０ ＋ ６

宇佐高校 普通科 ２００ １０％ １８０ １７７ － ３

安心院高校 普通科 ８０ 域内全員 １０ ３ － ７

宇佐産業科学 グリーン環境 ４０ １５％ ３６ ３７ ＋ １

電子機械 ４０ １５％ ３８ ３９ ＋ １



ビジネス管理 ４０ １５％ ４０ ３１ － ９

生活デザイン ４０ １５％ ４０ ３８ － ２

豊後高田高校 普通科 １６０ １０％ １４６ １２６ －２０

○ はじめに
未来をたくましく生き抜くために必要な力は、「強くしなやかな人間力」 を基盤

とした「確かな学力」が必要である。
世の中には、残念ながら「理不尽」と思われることはかなりあることか ら、“強さ

”だけでは壁にぶつかる場合がある。
よって、世の中の「理不尽」さを否定しながらも、その存在も受け止め 生きて行く

柔軟さなども持ち合わせた「人間力」が必要となる。
併せて、「いわゆる学力（成績）」や「豊かな心」などの総合体と捉えら れる「確

かな学力」を備えることは、人生を豊かなものにするばかりでな く、思わぬ事故等に遭
遇し身体に障害などを受けたとしても、この世の中 を“たくましく生き抜く”「武器」
ともなることを想像すべきである。

さらに、「夢や目標」を明確に持つことから、多くの事象は始まることを 認識すべ
きである。

【換気】

１年生は、３月１１日（火）・１２日（水）の学年閉鎖が解け、
本日から登校しています。校長としても大変嬉しく感じています。

しかし、インフルエンザ等、疾病による欠席者が３人（１年生）
と未だ安心できる状態ではありません。

また、２年生の２日間の期末テストでは、教室にストーブを設置したり、
既に、お知らせしていますが、３月１３日（木）・１４（金）に予定していた
職場体験学習も中止しインフルエンザの抜けるのを待っている状態です。

なお、本日は、インフルエンザウイルスの嫌う雨天でもあることから、今
日と明日の両日を「繰り上げ下校」としたり、部活動の制限（土曜日まで休
止）をするなどして、来週の３月１７日（月）には、皆、元気に登校できる
ように、各種対策を取っているところです。

さらに、各家庭におきましても、マスクの効果の有無について各種論議は
あるものの、是非、「マスクの着用」など、十分な対策をお願いします。

生徒の皆さんにお願いがあります。
このような対策について、文書並びに各教師などから説明や指示があって

いるのにも関わらず、不用と捉えられる外出をしている者がおり、地域から、
その行動について情報が学校に寄せられています。非常に残念です。



この１年を振り返っても、「夏季休業中の夜間プール侵入」の件や、つい先
日の「喫煙をしながら今津中学生３人（喫煙者は１人）が登校」の件及び、
卒業式直後などの、「バイクの無免許運転」等の情報も、ほとんどは、皆さん
の心身を気遣い温かく見守ってくれている地域の方々からの連絡や通報など
によるものでした。《地域の方々は見ている知っている！》ことを忘れるな。

勿論、最も多く寄せられる情報は、皆さんの「声を出しての挨拶」の良さ
についてや小学生に気遣う中学生の姿など、大変良い行いに関するものです。

ところで、数日前の校長だよりにも書きましたが、既に、２年生の中学生
活のカウントダウン「公立高校入試まで残り３６２日」が始まっています。

簡潔に書けば、何事も、総合的に判定される高校入試をはじめ大人の世界
では、「心身の健康のあり方」及び、自主性や自律生や豊かな心の総称である
「確かな学力」の両面を評価されることから、特に２年生は、今津中学生と
しての「３６２日間」を充実した『毎日』としなければなりません。

理由は簡単で、全ての結果は「日々の延長線上にある」からです。
毎日を「ルールやマナーを守り、自ら計画的に予習・復習する」

ことを大切にしよう！
★意識すべきは、「読むこと・書くこと・聞く（聴く）こと・話すこと」であ
り、「思考力・表現力」そして「資料活用力」です。この理由は裏面参照。

平成２６（２０１４）年３月１３日
中津市立今津中学校 校 長 池 永 正 博

平成２６（２０１３）年３月１２日 合同朝刊

公立高校の「出題方針」が記事として記載されていたので掲載
「読むこと・書くこと・聞くこと・話すこと」や思考力及び表現力など

を問う問題となっていることなどが紹介されていた。
その他、資料の活用技術なども問う問題となっていることも紹介されていた。
各教科毎に関する方針を切り貼りして添付した。



大分合同新聞（朝刊）教育長表彰を 中津市が新設 第１号に今津小・中

今津小・中学校の「地域清掃活動」が１５周年を祈念し表彰された

平成２６年（２０１４年）３月５日（水）中津市教育委員会教育長室
にて、今津小学校の藤本校長・児童会川口会長他執行委員２名、今津中
学校の池永校長・生徒会諌山会長、木戸副会長、長岡副会長が広畑功教
育長から表彰状を授与された。


