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謹賀新年 中学校生活集大成の学期がスタート
あけましておめでとうございます。平成２７年が始まりました。そして中学校生活、義務教育の集大成の学
期が始まりました。１月１日、いつもの元旦とは何か違う元旦を過ごしたでしょうか。みなさんそれぞれが、
今年にかける決意や誓いを新たにしたことと思います。今年は，みなさんが新しい人生に向かってはばたく旅
立ちの年です。そして、みなさんが生まれて初めて体験する試練のときでもあります。進路の決定というのは、
自分の生きる道を自分で決めることです。親や先生のせいにして甘えることはできません。決めるのは自分で
す。学力検査や面接を受けるのも自分です。誰も代わりをしてくれません。共に頑張る仲間と、強い気持ちを
もって前進していきましょう。
そして、滑中生としての生活も、あと２ヶ月となりました。２学期末の学年集
会では、学年委員会から“受検は団体戦である”という言葉もありました。目標
とする進路先は一人一人違いますが、ここにいる３年生全員がお互いを励まし合
える仲間として、中学校での残された日々を大切に過ごし、切磋琢磨してそれぞ
れの目標を実現させましょう。私たち３年スタッフは、生徒全員が自分の希望す
る進路に進んでほしいと願っています。みなさんのために全力で努力しますので，
みなさんも、最後まであきらめることなく、精一杯努力して、３月には笑顔で卒
業式を迎えられるようにしましょう。

保護者のみなさまへ
新年あけましておめでとうございます。昨年同様、今年も子供たちの健やかな成長を目指して、教師一同、
精一杯努力してまいります。保護者のみなさまには、今後ともご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。
さて、１月１０日の富山第一高校推薦入学試験を皮切りに、入試シーズンがスタートしました。今週は私立推
薦入学試験が続きます。いよいよ入試本番を迎えます。子供たちは一生懸命勉強してはいますが、それでもな
お不安でいっぱいの時期です。お子さんの進路実現に向けて、温かく見守り、励まし、素敵な春の訪れを待ち
ましょう。また、受験生にとっては体調管理が入試本番での成功の鍵をにぎるものと思われます。お子さんが
万全の体調で入試に臨めますよう、ご協力をお願いします。

岡田

愛

先生が

結婚されました

さる１２月２５日クリスマスの日に、５組担任の岡田

愛先生が入籍

され、２８日（日）には富山市高志会館で晴れて挙式・披露宴を終えら
れました。当日は３学年担当者などもたくさん出席し、愛先生をお祝い
しました。また始業式が終わった後、サプライズとして、愛
先生の結婚報告会も３年生全員で実施しました。
愛先生おめでとうございました。末永くお幸せに。
なお、名前が清水 愛先生となられたことも併せてお知ら
せいたします。

（学年主任 角川

誠）

金賞
銀賞

銅賞

石坂 冬也(2 組)
坪西 紗葵(5 組)
山本 樹希(1 組)
宮井 美乃(3 組)
大久保紗那(5 組)
坪西 真依(1 組)
北條 稜果(3 組)
伊東 詩織(5 組)
石坂安佳理(6 組)

小柴佐和子(2 組)
山口 結生(6 組)
高原
咲(1 組)
水井 力輔(4 組)
石川 征典(6 組)
福元 果歩(1 組)
横田 千尋(3 組)
北村 まお(5 組)

竹田

柚月(2 組)

四十物志保(3 組)

高津 浩也(2 組) 立田
好田 菜々(4 組) 若林
伊東
楓(6 組)
藤木友莉香(1 組) 高川
西方 淳成(4 組) 毛利
中村 美月(5 組) 石場

米陀

紗良(3 組)

怜奈(2 組) 高橋
莉子(4 組) 青木

諒(3 組)
翔大(5 組)

恭太(2 組) 東川
圭希(4 組) 上田
健太(6 組) 山岸

宏輝(3 組)
耕平(5 組)
勇太(6 組)

【卒業までの入試日程】
１月１５日（木）
１７日（土）
１８日（日）
２月 ５日（木）

不二越・国際大付属推薦入試（発表２１日）
新川・龍谷富山推薦入試（発表２１日）
富山高専推薦入試（発表２２日）
私立高校一般入試（発表１２日～１３日）
（富山第一、新川は貸し切りバスで移動）
１０日（火） 県立高校推薦入試（発表１６日）
１５日（日） 富山高専一般入試（発表２０日）
３月１０日（火）～１１日（水） 県立高校一般入試（発表１７日）

第一次入学金納入について
私立推薦入試の結果発表後、合格者は入学手続きとして、第一次入学金を指定された期日までに納めなけ
れば合格が取り消しになってしまいます。遅れないようにお願いします。
【納入金額】
【納入期間】
40,000 円（入学金の一部）
富山第一高校 2/13（金）～26（木）
龍谷富山高校 1/21（水）～26（月）
不二越工業高校 1/21（水）～23（金）
新川高校
1/22（木）～26（月）
高朋高校
1/21（水）～23（金）
国際大付属高校 1/21（水）～26（月）
※ 詳細は入試要項参照

新年の決意
今年は何といっても受検やその後の進路のためにも学

今年はだらだらせずに、効率よく勉強できるように

習に力を入れたいです。どの語句はどんな問題で出て

したいです。昨年は、計画をしっかり立てて勉強し

くるのか、どの問題でどの公式を使うか、など確認で

ようとしても、ついだらけてしまったり、すぐ他の

きるところはしっかりやっていきたいです。また、こ

事に気が向いたりすることがありました。そのため、

の冬はしっかり体調を整えるために、睡眠時間や就寝

計画したことを全て達成できなかったり、必要以上

時間に気をつけていきたいです。とにかく体調を崩し

に時間がかかり、時間を無駄にしたりすることがあ

て力が出せないなんてことのないように、そして、受

りました。だから今年は、勉強するときと休憩する

検で実力をしっかり出せるように自身の生活習慣を整

ときのメリハリがつくようにしたいです。勉強する

えたいです。

ときは周りに気が向くようなものを置かず、計画を

（１組男子）

しっかり立て、自分でやろうと決めたことを最後ま
去年はたくさんのことを経験しました。今年は、もっ

でやりとげたいです。県立受検まで約二ヶ月なので、

とたくさんの新しい経験をすると思います。一番は受

時間を無駄にしないように少しでも長く、効率よく

検だと思います。今までとは全く違い、卒業できたら

勉強したいと思います。

（１組女子）

入学できるとは限りません。高校生になりたいのなら、
勉強して合格するしかないからです。だから今年は「勉

今年に入り、中学校生活も受検もともにラストスパート

強をがんばる」ことにします。がんばって高校生にな

です。勉強に全てを捧げられるときとなりました。そし

れても、高校の勉強は一気に難しくなると、聞いてい

て、その勉強については、一日一日を効率よく使い、一

ます。だから、入学できても高校の勉強についていけ

問でも多くの問題をこれからも解こうと思います。解け

なければ困るので、勉強をひたすらがんばる年にしま

ない問題から解ける問題に一問でも多くかえていきま

す。そして、すばらしい一年になるようにします。

す。生活については、「キビキビと動こう！」というの

（２組男子）

が、私の決意です。毎日を一生懸命に過ごしたいです。
「できる」「できない」を決めるのは自分自身です。そ

今年の目標は、有言実行と、３日坊主にならないこと
です。去年は、勉強するといいながら誘惑に負けてな

して、自分は「できる」と信じたいと思います。心の背
筋を伸ばし、がんばっていきたいです。

（２組女子）

かなか始められなかったり、集中できなかったりした
ことがほとんどだったので、今年は口だけでなく、行
動にも移せるようにしたいです。また、一度始めたこ
とをすぐやめたり、長続きしないこともよくあったり
するので、一度自分で決めたことは最後までやり抜け
るようにしたいです。卒業まであとわずかですが、結
果も大事ですが、絶対に後悔しないように過ごしたい
です。受検まで辛い時期が続きますが、学校生活も勉
強も楽しみながらやっていきたいと思います。
（３組女子）

今年の目標は、行動で示して不安を自信に変えること
です。不安になったときは、今まで自分のやってきた
ことに誇りを持って自信に変えることができるよう
に、充実した日々を送りたいです。今年は特に勉強に
力を入れなければならないので、気持ちの良い達成感
を自分自身で感じることができればいいと思います。
自分自身が一番自信を実感できるように、これからど
んどん経験を積んでいきたいです。苦手ができたらす
ぐになくす短期決戦ができるよう、がんばりたいです。
（３組女子）

今年は、何事にも楽しんで取り組んでいきたいと思い

私のがんばりたいことは三つあります。まず、勉強

ます。どんなに苦しいことでも楽しんでやれば、きっ

です。あと二ヶ月で県立の入試なので勉強量を増や

と 2015 年を気持ちよく過ごすことができると思うか

して、
“四・六・八＋一時間”にしたいです。特に数

らです。でも、苦しいことを楽しいと思えるようにす

学はたくさん問題をこなしていきたいです。次に本

るには、それなりの努力が必要です。バスケだって、

をたくさん読むことです。読書をすることで集中力

上手くならないと高校では楽しいと思えないし、勉強

や表現力、語彙力も上がると思うからです。次に適

も分からないと楽しいとは思えません。だから、僕は

度な運動をすることです。
「受検も体力勝負！！」と

何事も楽しいと思えるようにするために努力を積み重

も言うので、しっかり鍛えて（受検にも高校にも）

ねていきます。まずは、しっかりと受検に向けてラス

当たり負けしない体力を持ちたいです。
（４組女子）

ヨ ー ロ ッ パ

トスパートをがんばっていきたいです。 （４組男子）

昨年はたくさん行事があり、とても充実した一年を送
ることができたと思います。今年は、しっかり健康管
理をして受検に勝利したいと思います。健康管理をす
るために、しっかり早寝・早起き・朝ごはんを心がけ、
受検で勝利するために、努力を怠らず勉強したいです。
また、聡明な人間になるために、周りをしっかり見て
行動したいです。これらのことを意識して、自分を磨
いていき、あまりネガティブにならずに生活していき
たいです。

（５組男子）

去年は中学校での部活動が最後の年であり、受検に向け
て勉強に切り換える年でもありました。今年は部活も終
わったので、受検勉強にだけ力を入れていけるような年
にしたいと思いました。勉強は自分の苦手な所をしっか
りできるまで解くことや、単語を頭に入れて覚えるよう
にしたいです。また、中学校生活最後の年でもあるので、
今のクラスメイトとこれまで以上に仲良くなり、「受検
は団体戦」というので、団結力の高いクラスにしていき
たいと思います。そして、一番良いクラスになりたいと
思います。

（５組女子）

今年は自分に厳しい年にしたいです。昨年は自分の甘さ
のため失敗したことや後悔したことばかりありました。
今年はたくさんの事に挑戦する年にしたいです。慣れな
い環境だと思いますが、挑戦することで学ぶこともたく
さんあると思います。部活動や勉強もその意識を忘れず
に一生懸命がんばりたいです。そして、将来社会へ出て
も通用できる力を付けていきたいです。また中学校で過
ごす時間も少なくなりました。三学期は受検に向けて勉
強をがんばり、今まで一緒に過ごした仲間との時間も大
切にしていきたいです。

（６組男子）

だから、まず受検までの残り二ヶ月は特に、必死に勉強
することが一番なので、いろいろな誘惑に負けず、計画
を立ててコツコツと実力をつけていきたいと思います。
高校に入ってからは初めてのことばかりだし、中学校よ
り大変だと思いますが、負けることなくがんばりたいで
す。また、中学校生活も残りわずかなので、お互いのた
めに切磋琢磨しながら勉強し、今まで支えてくれた仲間
に感謝しながら思い出に残る時間にしたいです。そし
て、新たな気持ちで春を迎えたいです。

（６組女子）

