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～～高い志と未来を切り拓く力

豊かな人間性

地域や
　国際社会への貢献

制服紹介 ～ ～

◆在校生（13回生）　古川 圓さん

　私は、武雄青陵中学校なら自分の「夢」を見つけ、その夢に一歩でも近づけると思ったので受験することを
決めました。私はこの学校で、学力をつけるだけでなく、誰かの役に立つことができるように様々なことを積
極的に学んでいきたいと思っています。学校生活を通して、まず私が感じたことは、先輩がとても優しいこと
と授業がとても分かりやすいことです。先輩は色んな場面で後輩のことを考えて声をかけてくれたり、先生
方は電子黒板や学習用PCを使った分かりやすい授業で学習意欲や興味関心を高めたりしてくれます。この
学校は学習面だけでなく、人とのふれあいの中で心も成長させていける場所だと思います。

ふるかわ　 まどか

◆在校生（11回生）　山口 真子さん

　私が武雄青陵中学で誇れることの一つは、やりたいことへ向かって背中を押してくれる環境が整っている
点です。習い事の先生から聞いて憧れていた海外派遣事業。しかし、実際自分にその機会が巡ってきたとき、
ホームステイで言葉が通じなかったら、という不安にのまれ、一時は諦めかけていました。ところが、周囲には
留学経験のある人が何人かいて、相談して経験談を聞く度に、少しずつ海外へ行くことに気持ちが前向きに
なりました。先生方にも日常会話で使える英語を教えてもらったり、サポートをしていただいたりもしました。
何かに挑戦する時、後押ししてくれる青陵中の環境はとても頼もしいです。

やまぐち　　　まこ

◆卒業生（10回生）　植松 詩乃さん

　青陵中は主体性を大切にする学校です。この学校で身につけた力の中でも、私は自分で考えて行動すると
いう力が一番つきました。また、高い意欲を持った人が沢山集まるので、考えを出し合い課題を解決すること
も、とても楽しく感じました。そして、いろいろな経験ができ、視野を広げることができます。なかでも、青陵
中・武雄高校合同の事業である海外研修に参加し、異なる価値観に触れることで多様な見方ができるように
なりました。見知らぬ土地で異文化の人と交流し、積極性と自信も身につきました。青陵中で身につけた力
は、私のストロングポイントです。自身を高めることができ、本当に良かったです。

うえまつ　　　しの

◆卒業生（9回生）　山﨑 諒平さん

　私が青陵中で学んだことの一つに、「根本を大切にする」学習法があります。例えば、数学の公式を、細か
い数や符号まで丸暗記するのは大変です。しかし、一度公式をつくる過程(公式の根本)を自分の目で確認
し、公式を「丸暗記」ではなく「理解」して使うことで、公式を自在に操れるようになりました。また、私は生徒
会役員の活動を通して、先を見通した行動や、多角的な考え方の重要性を学びました。こうした数々の経験
は、高校生活でも大いに活かされています。
　私は青陵中で、「自分の頭で考える」大切さに気付き、この学校に進学して良かったと思っています。

やまさき　りょうへい

◆卒業生（2回生）　神林 由佳さん

　皆さんこんにちは。私はこの春に東京大学大学院修士課程に進学しました。現在は人文社会系研究科で20世
紀初頭のドイツ語ドイツ文学を研究しています。中学生の頃、私には具体的な夢がありませんでした。目の前にある
勉強や部活に向き合うことで精いっぱいでした。しかし、そんな狭い世界の中で、物事に対し自分の持つ力すべて
を捧げて向き合った経験が、今の私があるものに深く向き合うこと、そしてより広い世界への足がかりを与えてくれ
たのだと思います。なぜ自分は学ぶのか、と思う人もいるでしょう。そんな疑問も全部含め、愚直に何かに、目の前の
ことに向き合ってください。もがく過程でいつの間にか、高く、そして見晴らしのいい場所に出ているはずです。

かんばやし   　ゆか

平成30年度「英語検定」取得者数
2級10名 / 準2級44名 /3級65名

【武雄高等学校の主な進学先】
東京大、京都大、大阪大、神戸大、名古屋大、広島大、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31年度国公立大学合格者数150名(現役生131名,過年度生19名)
早稲田大、東京理科大、同志社大、立命館大、西南学院大、福岡大など

平成31年度　私立大学合格者数269名（現役生211名、過年度生58名）

在校生・卒業生
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4月

5月

6月 8月 10月 12月 2月

3月1月11月9月

• 入学式

• 対面式

• 生徒総会

• 新入生宿泊研修

• 教育相談

• 授業参観

• PTA総会

• 中間テスト

• 体育大会

• 教育相談

• 期末テスト

• 中体連
（テニス・弓道・
バドミントン）

• 夏季学習会

• 武雄高校体験授業

• ジョイントスタディ

• 授業参観

• ふれあい道徳

• 授業参観

• 中間テスト

• 芸術鑑賞会

• 文化発表会
（合唱コンクール）

• 期末テスト

• クラスマッチ

• 「探究Ⅰ・Ⅱ」

 中高合同発表会

• 保護者面談

• 百人一首大会

• 豚汁会

• 教育相談

• 生徒会長選挙

• 学年末テスト

• 卒業式

7月
• 地区中体連

• 県中体連

• 三者面談

• 夏季学習会

学校行事
※以下は、主な行事の例です。

（中学校入学者選抜）

• 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
　　３年：京都大学
　　２年：九州大学
　　１年：佐賀大学
• 生徒総会
• 開校記念遠足
• 土曜ハイレベル講座開始
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運動部【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】
文化部【吹奏楽・美術・書道・科学】

【運動部】

【文化部】

【その他】

佐賀県中学校選抜サッカー大会/準優勝

第54回国見台陸上競技選手権大会　中学男子4×100mR/第1位(46秒62)
第47回佐賀県中学陸上競技選手権大会　男子走幅跳/第1位(6m23)
第24回佐賀県中学新人陸上競技大会　男子　砲丸投/第1位(9m70)

第一回火の君カップ招待テニス大会/優勝

第44回佐賀県吹奏楽アンサンブルコンテスト/金賞

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。

第1ステージ 第2ステージ 第3ステージ 第4ステージ

【中高6年間の教育の流れ】

・防災に関する標語/佐賀県知事賞
・平成30年度第68回佐賀県児童生徒理科作品展覧会　知事賞
・『竹とんぼからタケコプターへ第１弾』/知事賞
・JA共済書道コンクール/教育長賞
・第38回全国中学生人権作文コンテスト佐賀県大会/佐賀県議会議長賞
・第2回佐賀県児童生徒ふるさと学習コンクール/佐賀県教育委員会教育長賞
・第71回佐賀県児童生徒理科研究発表会/特選　知事賞
・水泳男子 九州大会　100M　背泳ぎ/体育優秀賞

第43回「私たちのくらしと農業」作文・図画コンクール/佐賀県教育委員会教育長賞
全国農業協同組合中央会主催第43回「ごはん・お米とわたし作文・図画コンクール」/農林水産大臣賞

第9回中高一貫中学校席書大会/特選
第29回中林梧竹翁顕彰席書大会/梧竹大賞

佐賀ものスゴフェスタ４　ロボット競技会（中学生の部） 
　製作競技部門/優勝
　製作競技部門/審査員特別賞

第35回佐賀県中学校バドミントン新人大会/男子団体3位

佐賀県中学生弓道大会　個人女子の部/優勝　全国大会出場
　　　　　　　　　　　団体女子の部/準優勝　九州大会出場

併設型中高一貫教育校

基礎定着期（中1･2）

武雄青陵中学校 武雄高等学校

基礎充実期（中3） 自己拡充期（高1） 自己確立期（高2･3）

自習時間の設定
体験活動・発見型の授業
生活・学習・習慣の定着

柔軟な教育課程
少人数指導・習熟度別指導

発展的学習

視野の拡大
進路適性の発見

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

【基礎学力の定着】  【学力の伸長・発展】 【学力の充実・完成】

武雄高等学校

選抜なし

適性検査等
による選抜

学力検査等
による選抜

国公私立　小学校

武雄青陵中学校 他の中学校

【入学者選抜のしくみ】

【基礎学力の充実】

武雄高等学校校舎

・「国語」「数学」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」「英語」では、発展
的内容としてより深い内容の学習も
行っています。

・3年生では、希望者を対象に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。

充実した少人数・
習熟度別指導

　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。

　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。

青陵タイム 発展的学習



〒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

（12月頃迄）

https://www.education.saga.jp/hp/takeoseiryouchuugakkou

（変更後）
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