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夏休み学年スローガン
心
○

邪念との勝負

技
○

「勝負の夏」

課題との勝負

体
○

暑さとの勝負

本格的な夏がやってきました。保護者の皆さまには、猛暑の中、懇談会に参加していただきありがとうござ
いました。１学期の生活の振り返りだけでなく、卒業後の進路についての話も新たに加わり、これまで以上に、
子供さんのことで真剣になられたことと存じます。
さて、いよいよ明日から義務教育最後の夏休みに突入します。学年委員会の生徒たちは上記のようなスロー
ガンを考えてくれました。夏休みは自分の力を伸ばす絶好のチャンスですが、いろいろな誘惑もあり、自分に
負けてしまうとたちまちピンチに立たされてしまいます。そこで“勝負の夏“というスローガンの下、邪念に
も負けず、夏の暑さにも負けない丈夫な体と強い精神をもってもらうために、この具体目標が設定されました。
当然ながら子供たち以上に保護者の方はこの夏休みの過ごし方がいかに大切かを十分心得ていらっしゃるか
と思います。
学年からは、目の前にせまった進路選択を前に、

①課題を確実にこなしながら学力の向上を図ること。
②オープン・ハイ・スクールの機会をうまく利用し、たくさんの情報を手に入れること。
③自分の進路や将来について考え、保護者の方とよく相談をすること。
など夏休みだからできることに積極的に挑戦してほしいと思います。ありきたりな表現になりますが、この夏
休みをどのように過ごすかが、今後の進路選択に大きな影響を及ぼすことになります。

「しっかり目標を定めること」「一生懸命努力を続けること」そして、「決してあきらめないこと」この３つの
ことを実践できるようにがんばってほしいと思います。

（学年主任 角川

しっかりとした生活基盤がなければ、学習に取り組む姿勢や環境をつくることはできません。規
夏休みを有意義に過ごすために、ご家庭でも次のことについて注意してご指導いた

だきますようお願いします。
○ 規則正しい生活を心がける。
(特に運動部の生徒は、生活のリズムが変わりやすい。)
○ 健康管理に注意する。
○ 夜遅くの外出や友人宅への外泊などは絶対にしない。
(様々な問題行動に発展することが懸念されます。)
○ 家族の一員として自覚をもち、家事の手伝いなどをする。
則正しい生活を送ることができるよう、ご家庭でもご指導いただきますようお願いいたします。
○ 地域の活動やボランティア活動などにも積極的に参加する。
○ 不審者や変質者の被害にあわないように、服装や行動にスキをつくらない。
○ LineやSMSによる人間関係のトラブルや犯罪被害には特に気を付ける。

誠）

【８月の行事予定】※予定は変更になることがあります。
3 日（日） 資源回収
8 日（金） 全校登校日
１８日（月）・1９日（火） 生徒会リーダー研修会
２５日（月）・２６日（火） 学年登校日（到達と確認②）
２６日（火） 合唱リーダー研修会（午後）
２８日（木）・２９日（金） 全校登校日
※ 登校日の日程の詳細は生徒に配布した夏休みの
しおりに掲載してあります。

【９月の主な行事】
１日（月） 始業式、給食開始
４日（木） 体育大会予行
６日（土） 体育大会（雨天順延）
８日（月） 振替休業日
９日（火） 生徒会委員会
１５日（月） 敬老の日
２０日（土）～２１日（日） 新川地区新人大会
２３日（火） 秋分の日

オープン・ハイ･スクールの日程
７月 25 日（金）富山南高校・呉羽高校(普)

水橋高校(普)・新川高校
28 日（月）桜井高校(普)・魚津高校

富山工業高校・呉羽高校(音)
富山いずみ高校
29 日（火）桜井高校(土･生)・上市高校

8 月 1 日（金）龍谷富山高校
４日（木）高岡第一高校
7 日（木）富山高選(射水)
9 日（土）富山高専(射水、本郷)
10 日（日）富山高専(本郷)
20 日（水）雄山高校(普･生)

魚津工業高校・中央農業高校

2１日（木）富山商業高校

富山いずみ高校・不二越工業高校

22 日（金）水橋高校(体)

30 日（水）入善高校(農)・富山北部高校

2５日（月）高岡第一高校

富山東高校・魚津工業高校

26 日（火）不二越工業高校

滑川高校(薬･商･海) ・不二越工業高校

27 日（水）新川高校

31 日（木）富山第一高校・富山高校(普･探)

富山中部高校(普･探)・滑川高校(普)

※ 諸注意
・事前に要項や確認事項のプリントを読み、日時や持ち物を確認し、準備しておく。
・当日、やむをえず欠席・遅刻をする場合は、保護者から中学校(４７５－０１５１)に連絡し
てもらう。(欠席することのないように体調管理をしておく。)
・頭髪や服装を整える。(体操服に着替えて活動するときも見苦しくないようにする。)
・さわやかに挨拶し、よく話を聞いて、積極的・意欲的な行動を心がける。
・まっすぐ家に帰り、
「報告書」を書く。８月２８日(木)までに提出する。
・責任者になった人は、帰宅後、中学校に電話で報告する。

男子ソフトテニス部 女子バスケットボール部 県の頂点に
生徒たちの部活動もいよいよクライマックスの時期に突入しました。吹奏楽部のコンクールは夏休みに入っ
てから行われますが、３年生運動部員にとっては最後の県選手権大会が７月１９日～２１日の期間を中心に全
日程を終えました。
・男子ソフトテニス部は５２回行われている大会で、念願の初の団体優勝を達成しました。決勝では昨年度
の新人大会において決勝で敗れた庄川中学校を倒してのうれしい優勝です。作井さん（２組）は生駒さん
（２年生）とペアを組んで見事個人戦も優勝しました。
・女子バスケットボール部は準決勝で高陵中を終盤で逆転し勝利しました。決勝では富山北部中学校と大熱
戦を演じ、延長戦の末１点差で競り勝ち、５年ぶりの優勝を遂げることができました。１月の県の協会杯
で優勝し、常に追われる立場でありながら他の追随を許さなかったのは見事です。
二つの運動部が富山県の頂点に立つというすばらしい快挙を成し遂げてくれました。その他、３年生関係で
は陸上部の長谷川さん（１組）が走り高跳びで３位に入賞し、北信越大会出場を決めています。このあと８月
６日から始まる新潟県での北信越大会に向けてもうひとがんばりして、四国ブロックで開催される全国大会出
場を目標に練習に励んでほしいと思います。
その他の運動部も今週末に行われる県民体育大会に向けてしっかり調整をして、部活動生活の有終の美を飾
ってほしいと願っています。
保護者の皆さま、引き続き応援よろしくお願いします。

【夏休み中の部活動の大会・コンクールの予定】
７月２６日（土）県体（バレー・ソフト・卓球・柔道・バド・バスケ）
２７日（日）県体（バスケ・剣道・ソフトテニス）
富山県吹奏楽コンクール（新川文化ホール）
８月 ２日（土）学校茶道合同茶会（新川文化ホール）
３日（日）中部日本吹奏楽コンクール富山県大会（砺波文化会館）
６日（水）～７日（木）
北信越中学校総合競技大会 新潟大会 ～３学年関係～
女子バスケットボール（新潟市 豊栄総合体育館）
男子ソフトテニス（南魚沼市 大原運動公園テニスコート）
陸上競技（新潟市 デンカビッグスワンスタジアム）
９日（土）北陸吹奏楽コンクール（金沢市 金沢歌劇座）
１７日より 全国中学校体育大会（四国ブロック）

体育大会リーダー決定!!
朱雀団

白虎団

青龍団

黄鶴団

佐竹 真治（３－４） 山本 樹希（３－１） 山口 結生（３－６） 石川 征典（３－６）

団長

高原

咲（３－１） 小柴佐和子（３－２） 中西 咲樹（３－６） 宮井 美乃（３－３）

小川 拓巳（３－６） 湯澤

応援団長

陸（３－４） 水井 亜門（３－２） 小林 公聖（３－３）

坂東 秀香（３－４） 四十物志保（３－３） 北條 稜果（３－３） 横田 千尋（３－３）
石黒 成琉（３－４） 上田 耕平（３－５） 殿岡 彩夏（３－２） 辻角

団責任者

伊東 詩織（３－５） 若林 莉子（３－４） 青山

晃（３－３）

創（３－５） 福元 果歩（３－１）

森井 優輝（３－１） 結城 海登（３－１） 秋葉 唯斗（３－２） 水井 力輔（３－４）
中川 大輔（３－３） 石坂 冬也（３－２） 土井野輝歩（３－２） 青山 瑛次（３－５）
永江

リーダー

守（３－４） 大浦 諒也（３－４） 髙木

毛利 圭希（３－４） 細岡
川原

一（３－３） 千保 北斗（３－５）

樹（３－４） 大橋光太郎（３－４） 室林

怜（３－１）

麗（３－４） 土田 茉奈（３－２） 澤川 桐茄（３－４） 中田 美幸（３－２）

坪西 紗葵（３－５） 佐々木まひる（３－３） 清水 美咲（３－６） 藤井 青佳（３－２）
四十物美侑（３－５） 白川ひかる（３－５） 松尾さくら（３－６） 髙橋 真咲（３－５）
大久保紗那（３－５） 横川 桃子（３－６） 立田 怜奈（３－２） 好田 菜々（３－４）
中田 成哉（３－１） 上田 尚輝（３－１） 川村
石倉幹太郎（３－４） 近堂

マスコット
係

寺岡

諒（３－１） 東川 宏輝（３－３）

岳（３－２） 中田 竜汰（３－３） 西方 淳成（３－４）

駿（３－４） 小竹 充城（３－５） 花木 康大（３－３） 清水 壱斗（３－５）

山岸 勇太（３－６） 森田

俊（３－６） 川下 雅志（３－５） 深井 竜啓（３－６）

中村

茜（３－１） 林

伊東

楓（３－６） 新庄 雪世（３－４） 石坂 莉央（３－３） 堀田

松田茉里耶（３－６） 林

実和（３－３） 竹田 柚月（３－２） 島浦 友希（３－１）
彩奈（３－４） 鷹取 美咲（３－６） 中島

命（３－１）
渚（３－２）

今年は、この学年が体育大会の中心となって活動します。今までの伝統を受け継ぎ、さらにパワーアップし
た体育大会になることを期待しています。また、リーダーはもちろんですが、団員のみなさんも各団に欠かせ
ない存在です。最高学年として、後輩の手本となるような演技・応援をしてほしいと思います。

～男子 サッカーの部～
１位
２位

７月１６日（水）に球技大会が
行われました。各競技の結果です。

２組
４組

～女子 王様ドッヂボールの部～
１位
２位

４組
５組

