


１．学校教育目標

２．学校経営ビジョン

３．育てたい生徒像

高い志と未来を切り拓く力をもち、地域や国際社会の発展に貢献できる、人間性豊かな人材を育成する。
　○信義礼節を重んじ、情操豊かで、心身ともに健康な生徒を育成する。
　○自分の考えに自信を持ち、他を思いやり生き生きと自己実現できる生徒を育成する。
　○国際的視野と高いコミュニケーション能力を持つ生徒を育成する。

（１）中高一貫教育の推進、充実・発展に努め、将来、社会で活躍する生徒の育成を目指す。
（２）校地の異なる中高一貫校として、６年間を見通した学校教育の在り方を高校の教職員とも共通理解し、
　　連携 ･ 交流を活発に行い、地域の期待に応える学校づくりを行う。

（３）「チーム青陵中学校」として、教職員、事務職員、スクールカウンセラー、保護者、学校医、地域住民が
　　連携 ･ 協力し、生徒の状況を総合的に把握し指導を行う。

（４）時間を意識した効率的、効果的な学習指導、生徒指導、部活動指導に努める。

（１）自分の能力と個性を自ら伸ばし、高い志を持つことのできる生徒
（２）自分の周囲の事柄に対して広く関心や疑問をもち、自分で考え、解決へと進むことのできる生徒
（３）思いやりの心をもち、礼儀作法を身に付けるとともに、自然の偉大さと生命の不思議さに感動し、自然や
　　生命を大切にする心をもつ生徒

（４）将来の自分の生き方や仕事を前向きに考え、目標をもって学校生活を送ることのできる生徒
（５）日本の文化を正しく理解するとともに、外国の文化や言葉に関心をもち、将来、世界の人々と積極的に
　　交流できる視野の広さと表現力を持つ生徒

冬服合服夏服

制服

４．生徒の声

　皆さん、こんにちは。武雄青陵中学校生徒会長の岡村奈美です。
　この学校には、将来に向かって、自分の力を伸ばそうとしている人たちが集まっています。
しかし、全員がはっきりと将来の夢を決めているわけではありません。頑張りたいという気持ちを持ちな
がら、それをどの方向に伸ばしていけばいいのか、迷ったり、悩んだりしている人もいます。ですから、生
徒会では、生徒一人ひとりが自由に意見交換をできる場や、学年を越えた交流ができる機会を多く作る
ように心がけています。たくさんの人と交流を持ち、話をする中で、新たなものの見方に気づいたり、自分
の知らない世界に気づいたりする機会を設けたいという思いがあるからです。
　私がこの学校に入学してよかったと思うことは、共に一生懸命になれる仲間ができたことです。一生
懸命になることは、とても楽しいです。やり遂げた達成感を共有する仲間がいることで、喜びも大きくな
り、次への意欲にもつながります。
　小学生の皆さんは、中学校生活に不安もあると思いますが、武雄青陵中学校で、お互いに助け合い
ながら、高め合える仲間と共に、さまざまなことに挑戦し、有意義な中学校生活を共に送りましょう。

御船が丘小出身

岡村 奈美（３年）
（生徒会長）

望みに満てる　わが青陵
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５．１年間の主な行事

入学式

体育大会

文化発表会

新入生宿泊研修

生徒総会（対面式）

クラスマッチ

開校記念遠足

修学旅行

百人一首カルタ大会

「探究Ⅰ」( 総合的な学習の時間 ) での活動授業風景

職場体験 中高合同「探究Ⅰ・Ⅱ」発表会

武雄高校との交流

ジョイントスタディ 国際探究大学研修 ハウステンボス 1 日英語キャンプ

望みに満てる　わが青陵 開校記念遠足
授業参観
ＰＴＡ総会
体育大会

教育相談
期末テスト

教育相談
修学旅行  （ 3 年）       
職場体験学習（２年）
校外体験学習（１年）
大学訪問（1、2 年）
生徒総会

入学式
対面式
生徒総会
新入生宿泊研修

地区中体連
県中体連
三者面談

夏季学習会
武雄高校体験授業
ジョイントスタディ

卒業式教育相談
生徒会長選挙
学年末テスト

中間テスト
文化発表会
合唱コンクール
芸術鑑賞会

ふれあい道徳
授業参観
期末テスト

クラスマッチ
中高合同「探究Ⅰ・Ⅱ」
発表会
保護者面談

百人一首カルタ大会
豚汁会
教育相談

4 5 6 7 8 9

10 11 12 1 2 3

国際交流



力ためさん　わが青陵
６．校時表【1 年次の時間割の例】

　私が武雄青陵中学校を受験したのは、いろいろな小学校から集まった、高い志を持った仲間と一緒
に学びたいと思ったからです。思っていた通り、周りのみんなはとても意欲的で、集中して授業を受
けることができています。
　入学して驚いたのは、青陵中学校では、勉強以外のさまざまな行事も真剣に取り組んでいたことです。
体育大会や合唱コンクール、文化発表会など、どの行事も全校生徒が全力で取り組みます。そして、一
つ一つの行事ごとに同じクラスや同じ学年の仲間と協力することで、絆を深めることができ、やり終え
たときに達成感を感じることができます。また、部活動では、運動部、文化部ともに様々なものがあり、
新しいことに挑戦してみたり、今までの経験を生かしたり、一人一人が活躍できる場となっています。
　この学校には、「青陵魂」という、青陵中学校の伝統として大切にされてきた三つのものがあります。
あいさつ、掃除、何事にも一生懸命に取り組む、です。あいさつは立ち止まり、礼もする。掃除は無
言掃除や見つけ掃除をする。そして、勉強、部活、行事などでは、自分で考えて行動し、一生懸命に
取り組む。この「青陵魂」は、社会に出て働く時にも必要だと思います。
　中学校は小学校より授業のスピードが速く、とても大変です。しかし、整った環境の中で集中して
学習でき、学習を通して友達を増やすこともできるため、毎日がとても楽しく充実しています。皆さ
んも私たちと一緒に、一生懸命学習し、楽しい学校生活を送りませんか。

西川登小出身

田栗 春子（２年）

校時　　　　　　

曜日
月 火 水 木 金

8：10〜8：25 青 陵 タ イ ム

8：25〜8：35 朝 の 会

1校時 8：40〜9：30 国語 社会 英語 社会 道徳

2校時 9：40〜10：30 理科① 国語 書写 保健体育 英語

3校時 10：40〜11：30 英語 音楽 理科② 英語 数学

4校時 11：40〜12：30 数学 理科① 数学 国語 美術・音楽

12：30〜13：25 昼 休 み

5校時 13：25〜14：15 美術 数学
探究Ⅰ

技術・家庭 保健体育

6校時 14：25〜15：15 学活 保健体育 技術・家庭 社会

15：15〜15：30 掃 除

15：35〜15：50 帰 り の 会

15：50〜16：15 青 陵 タ イ ム

充実した少人数・
習熱度別指導

青 陵 タ イム

　登校後に 15 分間の自習時
間を設定し、自主的な学習習
慣の定着や読書などを通して
豊かな心の育成を図ります。
また、一人ひとりの学習状況
に応じて補充的・発展的な学
習ができるように帰りの会後
に 25 分間の自習時間を設定し
ます。

発 展 的 学 習

・「国語」「数学」「英語」では、高校の学習内容の一部を中学
　校で学びます。
・「理科」「社会」では、発展的内容としてより深い事象の学
　習も行っています。
・3年生では、2学期に土曜ハイレベル講座を開き、より発展
　的な内容の学習を行います。

　数学、英語を中心に少人数
指導を取り入れ、基礎的内容
の着実な定着を図り、個々の
学習到達状況に応じた指導を
展開します。
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　僕は、天文学に興味があり、将来、宇宙に関わる仕事をしたいという思いがあったので、武雄青陵
中学校を受験しました。入学する前までは、「新しい友達は作れるか」「授業のスピードについていけ
るか」など不安なこともありましたが、実際に入学してみると、不安は一気になくなりました。武雄
青陵中学校の人たちはとても優しい人たちばかりで、すぐに色々な人と友達になることができました。
それにもう一つ入学する前に心配していた授業のスピードは、他の中学校と比べると少し速めなよう
ですが、先生たちがとてもわかりやすく教えてくださいますし、友達も、わからないところはとても
親切に教えてくれるので、授業の内容もよくわかり、楽しく学習できています。部活動でも、優しい
先輩たちがわかりやすく教えてくださるので、とても楽しく活動できています。
　他にも、僕の生活に変化がありました。今まではニュースといえば、スポーツニュースくらいしか
見ていませんでしたが、世の中のいろいろなニュースを知っている人たちがいて、いい刺激になり、
新聞などにも目を通すようになりました。何かに一生懸命に取り組んでいる生徒が多く、武雄青陵中
学校では自らの能力と個性を伸ばしていけると感じています。皆さんも、このにぎやかで楽しい武雄
青陵中学校で、一緒に頑張っていきませんか。

武雄青陵中学校では、生徒は勉強にも部活動にも真剣に取り組んでいます。
生徒が精一杯活動してくれることを願っています。

７．部　活　動

平成 29 年度の主な部活動成績

山内西小出身

前田 悠斗（1 年）

・陸上部男子　　　佐賀県中学校陸上競技大会　男子総合
・陸上部女子　　　佐賀県中学校陸上競技大会　女子総合
・第39回九州中学校陸上競技大会　共通女子走高跳
・第39回九州中学校陸上競技大会　1年男子100M 
・第63回全日本中学校通信陸上競技大会　共通女子走高跳
・第48回ジュニアオリンピック陸上競技大会　A女子走高跳
・教育長表彰　陸上競技（九州大会）
・第63回全日本中学校通信陸上競技大会佐賀大会
　　　　　　　　　　　　　　　共通男子200m
　　　　　　　　　　　　　　　共通女子砲丸投
　　　　　　　　　　　　　　　1年男子100ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　3年男子100m
　　　　　　　　　　　　　　　共通女子四種競技
　　　　　　　　　　　　　　　共通女子走高跳
・佐賀県中学校陸上競技大会　　 共通女子砲丸投
　　　　　　　　　　　　　　　共通女子100mH
　　　　　　　　　　　　　　　共通女子走高跳
　　　　　　　　　　　　　　　1年男子100ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　３年男子100ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　共通男子200ｍ
・第23回佐賀県中学新人陸上競技大会
　　　　　　　　　　　　　　　男子走高跳
・体育優秀賞　女子共通走り高跳　

陸上部
第1位
第3位
第1位
第6位
第6位

(1m58）第8位

（23秒77）第1位
（10m74）第1位
（12秒21）第1位
（11秒70）第1位
（2398点）第1位
（1m60）第1位
（11m22）第1位
（15秒15）第1位
（1m60）第1位
（11秒93）第1位
（11秒22）第1位
（22秒96）第1位

（1m73）第1位

・佐賀県中学生弓道大会　女子団体
・佐賀県中学生弓道大会　男子団体
・佐賀県中学生弓道大会　男子個人

弓道部
第2位
第3位
第3位

・佐賀県後期オープン卓球大会　女子シングルスC級
・平成29年度　全日本卓球選手権大会
 カデットの部地区予選14歳以下女子シングルス
・杵島武雄地区中学校総合体育大会卓球競技

卓球部
第2位

（県大会出場）第3位
第3位

・第5回佐賀県秋季中学生テニス大会　男子団体
・佐賀県中学校テニス競技大会　男子ダブルス
・第10回佐賀県中学生学年別テニス大会　2年男子シングルス
・第29回佐賀県新人中学テニス選手権　男子団体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　男子ダブルス

テニス部
準優勝
第2位
第3位
第3位
第3位

・杵島武雄地区中学校総合体育大会軟式野球競技
・第１回杵島武雄地区軟式野球大会　１年生大会　Ａブロック

野球部
第3位
第1位

・第31回会長杯武雄市バドミントン大会　混合Ｃ
・第34回佐賀県中学校バドミントン新人大会　男子団体

バドミントン部
優  勝
第3位

野球・サッカー・バスケットボール・陸上・バレーボール（女子）・テニス（硬式）・
バドミントン・卓球・剣道・弓道運動部

・第67回佐賀県児童生徒理科作品展覧会
　「翼の形と揚力の関係」
・第70回佐賀県児童生徒理科研究発表会
　「汚れ落としについて」
　「ヌマガエルの秘密に迫る！」～生息域を広げる理由～
　「黄金比を求めて！」～ふりかけと私たち～
・第61回日本学生科学賞中央審査委員会
　「制震実験Ⅲ（巨大地震の経験を活かして！）」
・第61回佐賀県中学生英語暗唱大会　2年生の部　
・全国納税貯蓄組合連合会「税の作文」

県特選【市村記念賞】

県特選【読売新聞社賞】
県特選【市村記念賞】
県特選【佐賀新聞社賞】

入選2等
第1位
会長賞

・第69回　道風展
・防火に関する標語
・第20回佐賀県中学生空手道大会新人戦
・第4回武雄市算数・数学コンクール
・七夕書き方会県審査　硬筆
　　　　　　　　　　  毛筆
・中学生人権作文コンテスト
・第42回「わたしのくらしと農業」作文コンクール
・新春読書感想文コンクール県審査　自由図書の部

奨励賞
佐賀県知事賞

第3位
優秀賞
特　撰
特　撰
優秀賞
知事賞

優秀賞、佐賀県青少年育成県民会議会長賞

その他

金　賞
教育長賞、知事賞
農林水産大臣賞

特　選
特　選
特　選
特　選
特　選
県特選
特　選
特　選

美術部
・平成29年度　国際中高生美術公募展　
・第42回「わたしのくらしと農業」作文・図画コンクール
・第42回「ごはんとお米とわたし」作文・図画コンクール
・佐賀県学童美術展　支部審査　絵画の部
　　　　　　　　　　　　　　 デザインの部
　　　　　　　　　　　　　　 線描の部
・第58回佐賀県学童美術展　　 デザインの部
・第59回佐賀県学童美術展　　  絵画の部
・明るい選挙啓発ポスターコンクール
・佐賀県中学校デッサンコンクール
・佐賀県学童美術展　立体作品展　県審査　　　　 

日本武道館賞
大学賞
硬筆特選

書道部
・第33回高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会
・岐阜女子大学書道展
・新年書き方会県審査金　賞

金　賞

吹奏楽部
・第58回佐賀県吹奏楽大会Aパート　
・佐賀県吹奏楽アンサンブルコンテスト　サクソフォン四重奏

準優勝

【知事賞】県特選

最優秀賞
応用部門敢闘賞

科学部
・さがものスゴフェスタ2017ロボット競技会（中学校の部）
　制作競技部門
・第67回　佐賀県児童生徒理科作品展覧会
  「制震実験Ⅲ（巨大地震の経験を活かして！）
  ～振動エネルギーVS運動エネルギー
・第61回　日本学生科学賞　佐賀県審査委員会
 「制震実験Ⅲ（巨大地震の経験を活かして！）
 ～振動エネルギーVS運動エネルギー
・第15回創造アイデアロボットコンテスト佐賀県中学生大会

文化部 吹奏楽・美術・書道・科学



むすびは固し　わが青陵

併設型中高一貫教育校

中高６年間の教育の流れ

第１ステージ
基礎定着期（中１・２）

基礎学力の定着
少人数指導、習熟度別指導
自習時間の設定
体験活動・発見型の授業

基礎学力の充実
柔軟な教育課程
習熟度別指導

■６年間の計画的な学習

■知的探究心・主体的な進路選択能力の育成　自らを高め、自らの考えをアピールする力（内に向かう力、   外に向かう力）

第２ステージ
基礎充実期（中３）

▶▶▶▶ ▶▶▶▶▶

佐賀県立武雄青陵中学校

・郷土に対する理解の促進
・自己理解
・人間理解
・職業観の育成（中１, ２）

・自ら学ぶ力の育成（中３）
・国際探究
・自然探究
・未来探究

中高 6 年間の系統的な学習指導により、

確かな学力を育成します。

平成29年度「英語検定」取得者数
● 準1級 　1名 　　　●  2級 14名
● 準2級 59名    ● 3級 81名  

探究Ⅰ
（総合的な学習の時間）
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学力の伸長・発展
視野の拡大
進路適性の発見

学力の充実・完成
進路希望・適性の明確化
※ 進路希望により、２年次以降は文系・理系コースを設定

■知的探究心・主体的な進路選択能力の育成　自らを高め、自らの考えをアピールする力（内に向かう力、   外に向かう力）

第３ステージ
自己拡充期（高１）

第４ステージ
自己確立期（高２・３）

▶▶▶▶▶

佐賀県立武雄高等学校

■入学者選抜のしくみ

武雄高等学校

武雄青陵中学校 その他の中学校

選抜なし
学力検査等に
よる選抜

適性検査等に
よる選抜

国公私立　小学校

「自己理解」「職業研究・学問研究・国際理解」「自己発信」
・自己理解、職業研究、学問研究、国際理解の基礎として、協働学習
　による活動
・自己理解、国際理解の分野で培った知識を基礎とした課題研究

１年生 ２年生 ３年生

武雄高等学校 高校３年次の各コースの概要

全員共通
履修

文系
コース

文系
コース

理系
コース

特色ある教育活動

理系
コース

武雄高等学校 主な進学先 （過去3年間）
東京大、京都大、大阪大、東北大、九州大、熊本大、長崎大、佐賀大、国立大医学部医学科など

平成30年度(2018年度) 国公立大学合格者数 156 名（現役生140名、過年度生16名）

慶応義塾大、早稲田大、同志社大、立命館大、西南学院大、福岡大など
平成30年度(2018年度)　私立大学合格者数 332名　

進路希望に応じて、「数学」「理科」「英語」を重点的に
学習。発展的内容も学習。
理系学部（理学部・工学部・医学部・薬学部・教育学部など）への進学に対応。

進路希望に応じて、「国語」「英語」「地歴・公民」を
重点的に学習。発展的内容も学習。
文系学部（法学部・文学部・経済学部など）への進学、専門学校への進学・就職など
に対応。

探究Ⅱ
（総合的な学習の時間）



再生紙を使用
しています。

武雄温泉駅下車　徒歩15分
至鹿島

●
市役所

●ゆめタウン

●競輪場

県総合庁舎●
国道34号線

至佐賀
武雄局
　　〒

至
佐
世
保

　  ●
白岩運動
　　公園

　●

武雄青陵
中 学 校

●

武雄温泉駅

武雄
高校

佐賀県立武雄青陵中学校
〒 843-0021　佐賀県武雄市武雄町大字永島 13233-2
TEL 0954-22-3177  FAX 0954-20-1011
ホームページ　http://cms.saga-ed.jp/hp/takeoseiryouchuugakkou

武雄青陵中学校校章 中高一貫シンボルマーク武雄高等学校校章

Schedule
  ●平成31年度(2019年度)佐賀県立武雄青陵中学校入学者募集要項説明会
　 　　  平成30年(2018年)10月13日（土）　場所/武雄青陵中学校

  ●平成31年度(2019年度)佐賀県立武雄青陵中学校入学者選抜適性検査
　 　　  平成31年(2019年)  1月19日（土）　場所/武雄青陵中学校

※入学者選抜についての具体的方法は 10 月13 日入学者募集要項説明会以降に配布する  
　「平成31年度 (2019年度) 佐賀県立中学校入学者選抜実施要項」による。


