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あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 さて、勉強合宿の地獄の夜

の勉強の時です。もくもくと計算問題に取り組んでいる人、時間だけを気にしている人、要領よくやっ

てる人と、いろいろな形で時間を過ごしていました。この時間を「もうええか」と思った人には、中途

半端な結果しか残らないだろうし、「もっと頑張ってみよう。」と思った人には、頑張れる自分を作るこ

とができるだろうし、充実感も味わうことができたのだと思います。君の未来を決めるのは君自身の心

の中にあります。自分自身の可能性を信じ2016年大いに羽ばたいて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月行事予定 

2日(火)・3日(水) 福祉体験 2年 

8日(月) Ⅰ・Ⅱ類 実力テスト 1・2年 

       コース変更テスト 

10日(水) 府内私立高校入試 休業日 

11日(木) 建国記念の日 

12日(金) 3年学年末テスト前日4時間 

13日(土)15日(月)17日(水) 3年学年末テスト 

14日(日) 合格者説明会 

16日(火)  1・2年マラソン大会 

3年 自宅学習   

18日(木)～26日 3年公立受験対象者補習 7限 

27日(土)～ 1・2年学年末テスト開始  

      3年自宅学習 

3月行事予定 

1日(火)3日(木) 1・2年学年末テスト 

2日(水) 1・2年自宅学習 

8日(月)  3年卒業式練習 

4日(金) 卒業式予行 

5日(土) 第45回卒業証書授与式 

12日(土)  2年 進路ガイダンス 

      1年 学級懇談会 

15日(火)  2年 英語キャンプ 

19日(土) 終業式  

  

勉 強 合 宿 

12月20日 2泊3日の日程で1・2年ⅠⅡ類の勉強合宿を本校セミナーハウスで行いました。 

私は最初、勉強合宿がどんなことなのかがわから

なかった。1科目1時間、これを聞いた瞬間地獄

だなぁと思いました。しかし、やってみたらそん

なに疲れなかった。夜の授業は数学の計算でし

た。私はここで地獄を見ました。2日目の授業は

何とかこなしましたが私の心は終わったと思い

ました。夜は国語でした。余裕でやっていました

が途中から難しくなって大変でした。合宿でこの

ように集中してやるのは初めてだったけど勉強

になりました。    １年 E.N 

この合宿では、勉強や生活を共にすることでチー

ムワークを高めることにつながりました。勉強は

普段の授業やテストをしました。大変だったのは

夜の勉強でした。わからない問題などあってとて

も苦労しました。みんな相当疲れていました。生

活面では起床時間にも遅れる部屋もなくルール

を守れていました。特にホテルでの食事やおふろ

はとても良かったです。この勉強合宿は思い出に

残るようなことがいっぱいあり、来年も楽しみで

す。              １年 H.N 

大学食堂のご飯が予想以上においしくて驚きま

した。授業は特に長くは感じなかったけれど、夜

の数学の計算問題はけっこう長引きました。すご

く難しかったので気がめいりました。2日目は特

に苦も無く過ごすことができ、夜のご飯と風呂は

至福の時でした。セミナーハウスに帰ってからの

国語は1回のやり直しで合格できたので、けっこ

う楽でした。          1年 Y.O 

授業時間がいつもより 10分長くなったけど、あま

り実感はなかったです。寝る前の勉強がしんどかっ

たけど良かったです。「できるまで やる！」とい

うのがすごく「力をつけている」ような感じがしま

した。要領のいい人もいましたが、私は地道にやっ

て最後の方に終わりました。ホテルでの食事、美味

しかったです。あまり食べていないつもりだったけ

ど「食べすぎ」と笑われたのはショックな思い出で

す。周りからはそう見えたのかなぁ～。来年も頑張

ります。             1年 R.Y 

この計算どうしたらいいの 

 分母をそろえて

通分するの 

 

初めての勉強合宿で緊張したけれど、皆で楽しく

勉強できてよかった。五教科全て集中してできた

ので少しは身についたかなと思います。朝、昼、

晩のご飯もすべておいしかったので良かった。夜

の勉強も眠たかったけど頑張れました。漢字のテ

ストはすごく難しかったので苦労しました。部屋

で皆と勉強したり、話をしたりすごく楽しかった

です。来年はもう出来ないけど、また機会があっ

たらやってみたいなぁと思いました。 

すごく身についたので良かったです。 

        2年 S.M 

1日目の夜の数学は1,2年の計算問題で簡単な所

なのに、たくさんの文字や分数などがあると間違

えてしまい自分の苦手な部分を知れてよかった。

夜は全然眠れなかった。英語の単語を覚えるのが

大変だった。1日目は余裕だったけど、2日目、3

日目はしんどかった。ホテルのディナーや、夜食、

昼食のチーズカレーなど食事はおいしかった。い

つもとは違う緊張感があった。勉強尽くしだった 

けど、楽しくていい思い出になった。 

          2年 H.S 

去年に比べてとてもしんどく感じまし 

た。でも、みんなが一生懸命頑張って 

いたので、特にＲ君がとても頑張っていたので、

僕も頑張ろうと思いました。いつもはあまり遅く

まで勉強することがないのですが、12時まで起

きて勉強できました。勉強合宿の最後の英語の単

語テストではよい点数をとれたのでとてもうれ

しかったです。         2年 D.K 

1日目は試合があったので夜の数学 

の計算しかしなかったけれど一番疲 

れた。部屋は、1年生と同じで最初は

嫌だなぁと思ったけれど、実際にすると、とても

楽しかったので良かったです。最終日の英語の単

語のテストで満点をとれ、勉強したかいがあった

なぁと思ました。次は勉強合宿じゃなく、他の水

泳やスキーの合宿もしてみたいなぁと思いまし

た。              2年 K.S 



ク ラ ブ 情 報 
☆ハンドボール部 

第２４回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ２０１５ハンドボール大会 

「日本ハンドボール協会選手強化方針にのっとり、将来、オリンピック・世界選手権大会等において、

日本代表選手として活躍する可能性のあるジュニア選手の発掘と育成を行うとともに、オリンピック有

望選手の認定と表彰を行う。」を目的としている。 

                     優秀選手  

大阪府選抜 蔦谷 大雅 （大阪体大浪商中） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

春の全国中学生ハンドボール選手権 最終予選 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

☆野 球 部 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   頭 の 体 操 

次に書かれているのはある決まりによって並んでいます。□に入るアルファベットは何でしょう 

1番  2番  3番  4番  5番  6番  7番  8番  9番  10番 …  

         Ｏ   Ｔ   Ｔ   Ｆ   Ｆ   Ｓ    Ｓ   □   Ｎ   Ｔ 

 

               中学レベルです。がんばってね！ わかった人は平井まで賞品は‥‥ 

1月11日に南大阪と和歌山のシニ

アチームで駅伝大会が行われま

した。最終結果は 36チーム中 26

位だったけど、全員がベストタイ
ム近くで走ったのですが‥。他の

チームは普段からもっと早いペ

ースで走っていることがわかり

ました。もっと自分に厳しく妥協

しないで練習をしなければいけ

ないと思いました。 ２年 R.H 

冬休みにおこなわれたＪＯＣ大会(ジュニアオリンピック 

カップ)に大阪選抜の一員として出場しました。予選、愛知 

県、大分県といった強豪のチームと同じリーグでした。勝 

てるように頑張って戦いましたが、予選リーグ敗退といっ

た結果になりました。僕はこの大会を通じて、改めて色々なことが大事なのだと再確認しました。 

まず 1 つは、この大会は各チームの選手が集まって戦うので、なかなかみんなで集まって練習する機

会がないです。その影響で選手同士の会話が少なかったと思いました。他の団体競技でも、はじめて会

う選手とチームを組んでプレーするときに会話をしないと、うまくいくはずはありません。振り返って

みると、僕たちは会話が少なかったのも試合に負けた原因であり、また会話をするという重要性を再確

認できました。大会では良い結果を残せなかったですが、優秀選手賞に選んでいただきました。これは、

自分１人ではもらえなかった賞だと思います。チームメートが自分のうまくいかなかったときに盛り上

げてくれたりしたので自分も頑張ることができました。 

この大会で「チームで会話する」「チームメートがうまくいっていない時に声をかけて励ます」の大事

さを再確認できました。他にも技術などで足らなかったことは、たくさんありましたが、このＪＯＣ大

会(ジュニアオリンピックカップ)を経験できてよかったです。         3-2  蔦谷 大雅 

 

南大阪・和歌山ブロック主管 

第 5回有効駅伝大会が 1月 10日浜寺公園にて

催されました。全 34 チームが参加し、冬の走

り込みの成果を出そうと元気よく飛び出して

いきました。残念ながら、結果は思わしくなか

ったのですが、精一杯頑張ったようです。 

 

僕は、最後から2番目だったので、すごくプレ

ッシャーがかかりました。でも今までトレーニ

ングしてきたので自信を持って走ったのです

が、思った以上に皆速く、ついていくのがやっ

とでした。頑張っていると前の人がへばってき

たのでぬかしました。もう一人ぬかそうとした

のですが、ペースを上げて追いつくことができ

ませんでした。この時、他のチームの人もすご

く走っているのだなぁと実感しました。僕たち

も走ることでも、野球でもいっぱい練習して負

けないようにしたいです。   １年 K.A 

 

駅伝で走って思ったことは、まだまだ走って体を鍛えないと 

いけないと思いました。1走 蓬台さん 2走 梅林君 3走 

僕 4走 森本さん 5走 横井君 6走 荒井君 アンカー 

川口さんの7名で皆11分台でした。距離は3ｋｍほどなのに、 

すごくしんどくて前が見えているのになかなか着かないのでとても長く感じました。前の選手のペー

スがとても早く、付いていこうとしたけれど離されてしまったのですごく悔しいです。他のチームの

選手に負けてまだまだ自分たちは頑張らなければ何にも勝てないんだなと思いました。 

1年 Y.T 

先日シニアの駅伝大会が浜寺公園でありました。僕はｱﾝｶｰなので緊張していました。アップと下見を

兼ねてコースを回ってみると意外と短く感じ、「これは、いけるぞ」と思いました。 

第1走者がスタートすると50ｍ競走のようにかけだしていきました。蓬台君も頑張ってついていった

のですが、26位で帰ってきました。自分の番が近づくにつれ緊張し足が震えてきました。荒井君から

タスキをもらったとき前にいた 1 人は抜かせたのですが、その前は全然見えず自分のペースで走った

のですがタイムが上がらず結局チームで 1 番悪いタイムになりました。今回の駅伝を通じて、練習し

ているのは自分らだけではない。もっと厳しい練習をしているチームがたくさんある。ということが

わかり、これからは、練習に妥協しないで頑張って行こうと決意しました。  

2年 H.K   

     やった！！ 全国だ 

1月30日、大浜体育館で春の全国大会の最終予選がお 

こなわれました。結果は優勝し3月、富山でおこなわれ 

る全国大会の出場権を獲得しました。キャプテンの僕に 

とって出来ることは、チームをまとめることです。その 

為には1番声を出して盛り上げ、みんなを引っ張ってい 

かないといけないと思いながら練習をしてきたので、その成果が、今回の優勝につながったと思いま

す。今年のチームは昨年の先輩方のように個々で得点を取ることができないので、新チームが始まっ

た時からディフェンスの練習を中心にしてきました。その成果もあり、決勝では失点を15点以内に抑

えることができました。また、ディフェンスが安定することで終始、自分たちのペースで試合ができ

ました。途中、相手チームに流れをもっていかれそうなりましたが、みんなで声をかけあってプレー

をしたので流れを取り戻せました。 

僕たちは、先生や家族、応援してくださるみなさんのおかげでハンドボールができています。春の全

国大会では、1つでも多くの試合に勝って、感謝の気持ちを伝えたいと思いますので応援よろしくお願

いします。                                   2-2 S.K 


