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・45分7限で充実した授業

・放課後を部活動や勉強に有効利用

・幅広い知識を養い進路実現に

つなげる
・1限の授業が落ち着いて始まり

学力向上

・興味関心のある新聞記事をチェック

・自分の意見を発表すると同時に他者の考えを学ぶ



幅広い科目設定で一人ひとりの進路達成をサポート

平成25年度入学生教育課程履修パターン
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1年4組　森　春花（朝日中学校出身）

私は、別府書山高標でとても充実した生活を送っています。体育大会など

の行■は、みんなが協力して行っているのでとても楽しいです。勉強は大変

ですが、先生方が分かりやすく教えてくれます。部活勤も盛んで、練習試合や

大会に向けて一生せ命取り組んでいます。有意♯な時間を過ごせる別府書山

高校に是非来て下さい。
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3年1組　酒井　良磨（北部中学校出身）

別府■山高校は、45分の7限綬慕なので部活勤と勉強との両立かしやすし潮です。

そして、先生方は親しみやすく騙しやすい存在なので、授業や卿で分からないところが

あれば止ぐにR間に行くことができる環境にあります。だから、私もサッカーと勉強を両

立できたのだと思います。学校行事も楽しく、特に、9月の書嵐祭は2年次のステージ発嚢

などがとても盛り上がります。これから個を考えている皆さんは不安もあると臥1

ますが、入学後の満足度が高い別府雷山桝へ是非入学して下乱も

●遺折（発展損代社会）を遇んだ理由

私は、卒業諷毘公立大学を含めた大学への進学を考えています。大字入試センター湖

で甜できる科目を一つでも櫨やし、蜘鯛の也を広げるために遭鯛しました。
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2年1組　永松　礼（賞来小中学校出身）

鋸神山＃把では、聯鳩湖にクラス＃沖をしている教科が多いので、今の自分の実力に合った綬

叢を受けることができます。45分授業なので胴が十分にあり、那紬にも全力で取り組む

こと糊です。私はヨット凱二滴tしているのですが、今年も九州大会へ側を果たすことがで

きました学校が毎日楽しく、とても充実し鼎こしています。

●毘宗を且んだ理由

机の上に■いてある消しコム職を走っている責など、書段自分の身の回りにある何気軌lものこ

とについて、法則や照を使って数式で荘闊することに■時があり、理系へ温むことにしました。理科

遭折では、大攣潤的とした様々な糊可能とするために鞠理を選びまLb

3年5組　佐藤　有紀（中噌中学校出身）
私は、別冊山高校に入掌してからとても充実した生活を送っています。解術では、

先生方がしっかりサポートしてくれるのでとても勉等しやすい環掛こなっています。部

活動やその他の学校行事では、みんなカーつになり、何事にも全力で取り組んでいます。

将来、保育間係の仕事に就きたいのでこの科目を選択しました。おりがか手遊び取など

の取り組みを行っています。■休みに鯛にも行けるので、それが即戦力となります。

●1銅価臆喪親日を進んだ理由
大学受躾に嬢なので、選択しました。共淵目の小論文を書き、生徒一人一人に書き方
などをアドバイスしてくれるので、自分のペースでしっかり学習することができます。



友情・信頼　分かち合う感動

5月器籠

8月芸慧体

7月て謂慧漂スマ：

8月欄間（錘次生）

9月蓋整数

嘩哲∴∴

2年2組　生徒会長仲野　沙稚佳（山の手中学校出身）

10月重義告で温

11月孟宗欝究学習発表会

2撃取期末考査

1・2・3年次生クラスマッチ

百人一首大会

大学入試センター試験

2年次生修学旅行

卒業考査

2月学年末考査

3月温

私たち書高生は、それぞれの事を実現するため、日々努力し、充実した時間を過ごしています。別府書山高校は、皇位制普通

科高校で、卒業後の進路遠鯛の岬が広く、夢が決まっている人はもちろん、まだ決まっていないという人でも、入学後から

じっくりと考えることができます。つまり、生徒一人一人のことを考えて対応して下さる先生方の心強いサポートがあるの

で、今の自分としっかり向き合い、自分にあった進路選択をしていくことができるのです。また、別府青山高校にはヨット部

といった独自の部活勤があり、チアガール・応援団の演舞等で盛大に行われる体育大会やビーコンプラザのフィルハーモ二

アホールを使用して行われるtk祭のように皆さんが楽しめる行事もたくさんあります。来年、皆さんと一緒に別府書山高

校で過ごせることを楽しみにしています。

卒業生の主な進路（過去3年間）

国公立大学

私立大学

短期大学

専門学校

・公務員・就職・

広島大学・山口大学・長崎大学・熊本大学・大分大学・宮崎大学・滋賀大学・鳥取大学・兵庫県立
大学・尾道大学・広島市立大学・高知県立大学・北九州市立大学・福岡県立大学・長崎県立大学・
大分県立看護科学大学・名桜大学

立命館アジア太平洋大学・別府大学・日本文理大学・国学院大学・駒澤大学・創価大学・日本大学・

法政大学・名古屋商科大学・同志社大学・立命館大学・関西大学・関西学院大学・近畿大学・久留

米大学・福岡大学・熊本保健科学大学・熊本学園大学・九州保健福祉大学など

大分県立芸術文化短期大学・大分県立工科短期大学・別府大学短期大学部・別府溝辺学園大学・

西南女学院短期大学、中村学園短期大学など

別府医療センター附属大分中央看護学校・大分リハビリテーション専門学校・日本文理大学

医療専門学校・明日香美容文化専門学校・大村美容ファッション専門学校・田北調理師専門

学校・KCS大分情報専門学校など

自衛隊・警視庁・大分県警事務・大分市消防署・JAべつぶ日出・杉乃井リゾートなど



宏武両蓮
パワー全開、煙めく若さ

硬式テニス・水泳（競泳・飛び込み・シンクロ）

体育部　　ヨット・サッカー・野球・バレーボール

バスケット・陸上競技・卓球　その他

文化部　慧：警霊術’茶道●華道

【体育部】

至成23集優＿県去毒」（新人大会）
・テニス部（男子）　　団体準≠麟

（女子）　　団体第3イ立
・ヨット群（男女）　　優勝
・水泳部（男子）　　200m背泳ぎ第1イ立、50m背泳ぎ第1†立、

200m自由形＃2位、100m自由形舅3位、200mリレー繋3位

（女子）　　匝休債精

［亘直24垂簾＿里云夏］
・テニス部（男子）　　団体準優靡　個人シングルス繋3イ立
・水泳部（男子）　　総合■3位

（飛び込み）優麟
・ヨット酢（男女）　　儀膿
・野球群　　　　　　　第121回大分爛れ等学校野球遇手≠大会　優静

座成24年鼠．通過太量」
50m自由形第1位、200mバタフライ■1位、50mバタフライ■1位　・テニス部（男子）　　団体ベスト8
2∝Imリレー巣1位、2〔旧mメドレーリレー第1位、1〔氾m自由升三井2位　　　　　　　　　　　個人シングルス2回載輩出

1〔旧mバタフライ稟2†立、200m個人メドレー■2位　　　　　　・水泳部（男女）　　出場
・野球群　　　　　　集129司九州予遇大会大分県大会　ペスト4　　　　　　　　　　　　　（飛び込み）■1†立、総合第2位

匡画室頭＝云西表套］（新人大会）　　　　　　　　　　●ヨット那漂言‡書芸若君㌔貿富ま勝、個人僻
テニス部（男子）　　全国遭抜大会九州地区大会第8位

（女子）　全国遭抜大会九州地区大会第3億校大会　出場　　　　　　　し王威呈皇室唇⊥±2ターハイl
・ヨット詳（男子）　闘全九州書等芋摸ヨット幾技大会（男子）デュエット個体）勲位　・水泳部（飛び込み）第13位

（女子）　暇個全九州祐筆学校ヨット競技大会（女子）デュエット個体）ホ2億　・ヨット部（男子）　　ソロ佃人）第12・18・27イ立
・野球部　　　　　　第129回九州地区市等苧招野牒大会　ペスト4　　　　　　　　　　　　　　　　　デュエット（団体）第6イ立

L重畳2旦宴席＿全国を葦＿

（女子）　　ソロ（個人）巣12位

・野球部　　　　　第84回遇抜芯等学校野球大会　出場　　　　　　　　　1ヨーロッパ遽手権大会】

・ヨット郡　　　　　第52回全国高等学校ヨット遭手樽大会　出場　　　　　　　　・ヨット折　　　　　第3位

王毯23重層＿同属担甥＿ ヨット部　水泳部（競泳・飛び込み・シンクロ）

【文化部】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・美術群　発37回　蕎文運スケッチ大会　推奨
・書遭部　九州ホ文運■脚部門　出脾出展　　　　　　　　　　　　　　　　　　・JRC　　東日本大書災募金活軌別府支援学校運動会ボランティア・スパビーチ清掃

第18回　扇文通書道部門躊書大会　優秀賞（個人）　　　　　　　　　　　　　　　　　別府市成人式式典ボランティア・24時間テレビ募金ボランティア

野球部は「甲子園」という目標で、演習に取り柑んできました。甲子園は野球をやっている以上、

誰もが目指している場所です。私たちは、第84回選抜高等学校野球大会に出場しましたが、甲子

園初勝利ということができなかったので、その思いを後輩に託し、成し遂げてほしいと思います。
野球部主将3年　　野球を通じて学んだことは、いろいろな人の支えがあってプレイができているということです。
上原　大欄　　　決して自分たちだけでは出兼ないことがたくさんあることがわかり、感謝の気持ちを持つことを

学びました。

これからも同園の人への感謝の気持ちを忘れずに、多くのことにチャレンジしていきたいと思屑　　　　璧真夏≡三
います。
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夢を拓き、夢の実現

S39年　女子校として創立

S52年　男女共学、総合選抜制

S58年　合同選抜制

鹿如。
ヰ畳む

路ふてと

H7年　単独選抜制

H19年　進学重視型単位制の開始　ルイ・アラゴンのl一葉より 尊ゞr、1

亀嚢を
胞」与で‘こと

別府石山前校の女子の制闇は昭和39年のど立以来、喜田・≡閻共に
現在まで変わっていない伝矯ある制服です。その特誠のひとつにベ
レー闇があります。日本では、儀式などで還子を脱ぐことが礼儀とされ

ていますが、欧米では福子が正宗の一部です。創立時留学隻駿のある教
員の「これからの時代、女性も世界に目を向け涌羅してほしい」という
想いを込めて、ボレロスタイルにベレー信という斬新なデザインが、当
時の家庭科の教員を中心に考えられました。また、麦わら博子が葺の別
路として採用された時期もありました。

ベレー櫓が今日まで残っていることは、時代が変わっても青高生と
しての何か共通な想いが受け継がれているのではないでしょうか。古
き良き伝統のもとに今の別府鷺山高校があるのです。

昭和55年、当時は鶴見丘高校との総
合選抜制により県内屈指の進学校で、同
級生は最多の10クラス440名ほど在

籍していました。勉学のほうもさること

ながら、運動も盛んで文武両道で励んで

いました。私は杵築からただ一人、期待と

不安で胸を′S、くらませ青山高校に入学し

ました。男女共学4期生ということで自

∫・‾【与　∴　一∴ニー㍉∴‾‥二㌦∴

た。しかし、さまざまな繕験を通じて友と語り合い、励まし合いながら

過ごせた日々は人間形成の上でとても有意義だったと今でも感じてい

ます。

現在は生徒数も減り少し寂しい気もしますが、育高の活躍を目にし
ますと講らしく思います。羊の甲子園出場時には私も応援に行きまし
た。皆さんも是非、背高に入り本当の自由を探求し、充実した学校生活

を送って下さい。

校　歌

作調　′I　野　　任

仁　木　丁実子

作曲　松　尾　英　一

青い山に　雲がわく

自由の専さを知ろう

心理の頂きめざして肩くみ

進む　われら

ああ　母校　若き青山高校

青い海に　虹がかかる

億類の夢を持とう

世界の架け橋めざして手をとり

進む　われら

ああ　母校　若き青山高校

青い空に　日がかがやく

生命の豊かさを知ろう

花喋く未来をめざして歌い

進む　われら

ああ　母校　若き青山高校

私が青山高校を選んだ理由は、勉強と部

活動や自分がやりたいことを両立できる
と思ったからです。実際、部活動をやって

いて、希望通りの進鴇を達成できた人が沢

山います。青山高校は単位制なので科目選

択など分からないこともあると思います
が、先生方との面談を通して自分の進路に

あった選択の仕方がわかるので心配する

第45期生田中優美必…民芸芸芸詰ま何といっても多彩な

行事だと思います。文化祭や体育祭、修学旅行を通してクラスの絆が深

まったことは今でも大切な思い出です。また、私は高校時代に勉強方法

を学ぶことができました。自分に合った勉強スタイルを身につけ、その

結果第一志望の大学に合格できました。

中学生のみなさんも青山高校で自分に合ったFスタイル』を見つけて

高校生活を充実させて下さい。

平成25年度生徒募集要項 
⑳　　　　　　　　　　　　　　⑳ 

■期　　日／2月12日（火）　　　　　　　　　　　　　　　　■期　　日／3月12日（火） 

■募集人員／入学定員の10％以内　　　　　　　　　　　　　■学力検蛮実施教科／国語・社会・数学・理科・英語 

●選抜資料／推薦喜・調査書・面接・小論文　　　　　　　　■調査雷の合計点と学力検査成績の比率／3＝7 

■推薦要件／次の各項目の全てに該当する書　　　　　　■選抜が料／学力検査■調査書 
1・人物が優れ、本校の教育課程を修得する見込みがあ。、⑳ 

2．調査書の各記録が、本校を志願するにふさわしいこと。　■期　日／3月21日（木） 

3．スポーツ活動または文化活動において∴優れた能力・　　■一次学力検査点利用教科／園語・社会・数学・理科・英語 

適性があり、かつ顕著な実績があること。　　　　　　　　■選抜賃料／一次学力検査点■調査書・小論文 


