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開校 69 周年を迎えた青山中学校
校長

福井 正仁

10 月 21 日（金）
、青山中学校は開校 69 周年を迎えました。昭和 22 年、新しい学校制度ができると同時
に開校した日本で最も古い中学校の一つです。小学校は、昨年 140 周年を迎えた青山小学校、今年 110 周
年を迎える青南小学校など、長い歴史の学校が多いですが、中学校は、新制度ができて今年で 69 年とな
ります。開校時、男子生徒は、旧制都立第一中学校（現在の日比谷高校）、女子生徒は、旧制都立外苑中
学校（現在の青山高校）で学びました。その後、青南小学校の校舎をお借りし、屋上や体育館を区切って
教室を作ったという記録もあります。その後は、青山小学校の校舎も使わせていただきました。地域、関
係の皆様の並々ならぬご尽力の末、昭和 30 年、現在の広大な校地を手に入れ、この場所にあった旧陸軍
大学校の校舎を改修し、念願の独立校舎ができました。昭和 30 年 10 月 21 日に校舎独立記念式典を開催
し、以来 10 月 21 日を開校記念日としています。都心にありながら、約 17,000 ㎡の広大な敷地を有し、
緑豊かな環境の下に教育活動が実施できることに感謝し、これまで本校をご支援いただいた数多くの皆様
の思いを受け止め、青山中学校の一層の発展のため力を尽くす決意を新たにいたしました。
10 月の生徒の活躍を紹介します。2 日（日）、ボランティア・アート部が、青南幼稚園の親子運動会の
お手伝いをさせていただき、自発的に行動する生徒の姿に、中学生らしさを強く感じました。同じ日、野
球部は、第 1 ブロック（千代田、港、品川）の秋季大会で、第 3 位となりました。部員数 13 名の本校は、
3～4 倍の人数の私立中学校にも次々と勝ち、あと１勝で都大会出場でした。少数精鋭の野球部は、朝練習
の合間を縫って、定期的に学校周りの落ち葉清掃も行っています。
5 日（水）
、港区立中学校連合体育大会では、今年も青山中学校生徒が大活躍でした。また、7 日（金）
の港区立特別支援学級合同運動会でも、本校の 11 名が大活躍でした。詳細は、裏面で紹介します。
11 日（火）の港区立中学校音楽交歓会では、吹奏楽部 19 名が熱演し、好評を博しました。また、10 校
の吹奏楽部 157 名による合同演奏は圧巻でした。本校吹奏楽部は、学芸発表会、29 日（土）の青山祭（青
山商店会連合会）での演奏と、数多くの曲をこなし、腕を上げています。同じ 11 日（火）、本校 2 年生の
海外派遣生徒 4 名が赤坂中学校と合同で、赤坂区民ホールで、オーストラリア派遣の報告をしました。全
て英語による周到に準備した報告は、参加者を唸らせました。この 4 名は、学芸発表会でも立派な報告を
し、海外派遣での貴重な経験を十分生かしています。
22 日（土）の学芸発表会には、300 名を超える皆様にご来校いただき、生徒の活動をお励ましいただき
ました。舞台発表では、英語科の 3 年生 4 名のスピーチ、ボランティア・アート部のハンドベル演奏、３
組の「青中太鼓」等の発表と合唱コンクールを行いました。いずれも、限られた練習期間を有効に使い、
生徒が役割を分担して、準備、練習を重ねたものです。合唱の取組みを通して、各学級がさらに質の高い
集団になってきているように感じます。運営は、各学級の実行委員が中心となって進め、様々な苦労を乗
り越えてやり遂げました。展示発表では、宿泊行事等で制作した作品、教科や部活動の作品に加え、都立
青山特別支援学校生徒の作品も展示しました。中学部 3 年生が本校を訪れ、熱心に見学しました。
28 日（金）
、後期生徒総会で、各委員会の活動計画が承認され、後期の活動がスタートしました。生徒
の自治的な活動の機会を増やし、質を高めていきたいと考えます。
29 日（土）
、青山児童館の 50 周年記念子どもまつりが開催され、本校生徒も運営に関わりました。地域
活動への参加により生徒の経験の幅が広がっています。
11 月の学校公開は 5 日（土）で、1・2 年生は、防災学習として、避難所設営訓練、応急手当の訓練等
を行います。また、6 日（日）は、区総合防災訓練が本校を会場に開催されます。8 日（火）～10 日（木）
の三日間、2 年生の職場体験を地域の 26 の事業所の協力により実施します。皆様の引き続きのご支援をよ
ろしくお願い申し上げます。

港区立中学校連合体育大会

〔10 月５日(水) 駒沢陸上競技場〕
区立中学校 10 校の 2 年生が集まり、走･投･跳の各種目で競い合いました。生徒全員が出場し、青中生も
大健闘しました。その中で、上位 5 位まで入賞した生徒を紹介します。
＜種目＞

＜順位＞ ＜受賞者＞

男子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ投げ
女子 100m
女子 1000m
男子 1500m
女子ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ投げ
女子 4×100m ﾘﾚｰ

第１位 Ｕ．Ｒさん
第１位 Ｈ．Ｎさん
第 1 位 Ｈ．Ｓさん
第２位 Ｓ．Ｓさん
第２位 Ｓ．Ｙさん
第３位 Ｉ．Ｙさん
Ｓ．Ｙさん

女子 80m ﾊｰﾄﾞﾙ

第５位

Ｏ．Ａさん

＜記録＞
35m10
14 秒 52
3 分 30 秒 55
4 分 55 秒 34
20m80
Ｈ．Ｓさん
Ｈ．Ｎさん
58 秒 12
15 秒 06

港区立特別支援学級合同運動会
10 月 7 日(金)港区スポーツセンターで、青山・六本木・港南の 3 つの
中学校と、赤羽・港南・本村・青山の 4 つの小学校の特別支援学級の児童･
生徒が集まって、合同運動会をしました。練習に練習を重ねた組み体操は、
その成果を十分に発揮することができました。

学芸発表会 10 月 22 日(土)

展示の部と舞台発表の部がありました。展示の部では、美術や技術・家
庭などの授業で取り組んだ作品のほか、修学旅行や夏季学園、移動教室で作った作品もありました。舞台発
表の部では、英語スピーチのほかに海外派遣報告、ボランティア・アート部のハンドベル演奏、３組の青中

太鼓、吹奏楽部の演奏などがありました。合唱コンクールでは、どのクラスも心のこもった歌声を聞か
せてくれました。厳重な審査の結果、栄光の金賞は３年１組が受賞しました。
お忙しい中ご来校くださったご来賓、地域、保護者の皆様、有り難うございました。

◎ＰＴＡ主催
「二胡」演奏会の
お知らせ

青中生、大活躍!
○第 69 回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会〔10/16(日)〕
男子 3 年 100m 第 1 位 3 年 1 組 W.I さん 記録 11 秒１６
○平成２８年度薬物乱用防止標語コンテスト〔10/26(水)〕
＜地区優秀賞＞ 2 年 1 組 T.K さん 「薬物は 自分をこわす テロリスト」
＜佳作＞
1 年 2 組 K.M さん 「薬物で 崩れる未来 壊れる笑顔」
○歯・口の健康に関する図画・ポスター・標語〔10/29(土)〕
＜ポスター 中学生の部＞ １位…１年１組 N.H さん ２位…１年２組 W.R さん

有名な二胡(にこ)
奏者のウェイ・ウェ
イ・ウーさんが青山中
で演奏します。ぜひ聞
きに来てください
◇日時
１１月２９日（火）
午後１時３５分開演
◇会場：体育館

＜１１月の主な予定＞
１日（火）青山特別支援学校交流会
始
２日（水）３年進路面談○
４日（金）漢検
５日（土）土曜授業日 校内防災学習
７日（月）全校朝礼
始
８日（火）２年職場体験○
９日（水）港区英語発表会 ※午前授業
終
終
１０日（木）２年職場体験○
３年進路面談○
１１日（金）アカデミー研究授業日 ※午前授業
（期末テスト１週間前）
☆スクールカウンセラー出勤日

１４日（月）全校朝礼
１８日（金）期末テスト（①国②技家③音）
２１日（月）期末テスト（①英②理③保体）
２２日（火）期末テスト（①社②数③美）
２４日（木）領域診断テスト（３年）
２５日（金）専門委員会
２８日（月）生徒朝礼 安全指導日 中央委員会
２９日（火）ＰＴＡ主催「二胡」演奏会
３０日（水）校内研修会

○大澤 SC…１日(火)、８(木)、22(火)、29(火)

○野中 SC…４日(金)、17 日(木)

※個人情報保護のため、学校で配布したものと一部異なる場合があります。ご了承ください。
「青中便り」バックナンバーは本校のホームページ(http://aoyama-js.minato-tky.ed.jp/)でもご覧いただけます。

