
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 終業式   ＊新型コロナウイルス感染症対策のため放送による   一部抜粋  
１学期の締めくくりの日、41 日目となりました。 
今まで何気なく話していたこと、行動していたことが、本当にかけがえのないものだ

ったのだということを大きく感じたこの数ヶ月間でした。生徒の皆さんは、今の状況、
ソーシャルディスタンスや三密を避けること、丁寧な手洗いや手指消毒には、対応でき
ていますか。新型コロナウイルス感染症に関しては、このくらい
やればいいやとか、今まで大丈夫だったから、ということが通用
しません。そのような中で一つ確実なことは、「自分を守り大切
にすること」は、「周りの人を守り大切にすること」になるとい
うことです。日頃から私が皆さんに伝えてきたことで、これから
も考えてもらいたいことの一つです。 
さて、国内外の新型コロナウイルスの感染拡大の様子は、日々、変化し、予断を許さ

ない状況ですが、「新しい生活様式」のもと、寺尾中学校でも様々な活動を進めていこ
うとしています。生徒の皆さんが、中学生として身に付けてほしいことをどのようにし
たらできるのか。私も先生方も考えています。体育祭の種目や練習時間も大きく変わり
ます。応援合戦も「新しいスタイル」での取り組みになります。この後は、生徒の皆さ
んが知恵を出し合い、工夫を重ね、みんなと協力し、自分たちの力を発揮できるように
するためにどうしたらよいかを考え、周りの人と力を合わせることです。どのようにし
たらよいかを工夫することが、新たな寺尾中学校の活動を創り上げていくことにつなが
ります。人間の知恵や力は、このように大変なときこそ、発揮できるのだと信じていま
す。 

7 月 14 日には、防災ショート訓練として緊急地震速報を利用した訓練を実施しまし
た。緊急災害時には、自分の身は、自分で守ること。それは、どこにいても同じです。
明日からの夏休み、今年は、とても短いですが、自分一人で家にいるとき、家族と一緒
に家にいるとき、出かけているとき、どこにいても避難姿勢をとることができれば、周
りにいる人もそれを見て一緒に避難姿勢をとることができます。中学生の皆さんが、し
っかりと対応できれば、周りの人が、安心したり、頼もしく思ったり、大きな影響を与
えることができます。皆さんの様々な活動は、社会とつながっていることを今まで以上
に意識して行動していく必要があります。 
また、2 学期の開始、2 日目の 8 月 18 日には、緊急災害時を想定した「引き渡し訓

練」があります。大震災等の発生を予測することは、困難なことです。だからこそ、命
を守るために、繰り返し、訓練をしていく必要があります。この訓練は、生徒の皆さん
を安全に保護者に引き渡すためのものである
とともに、先生方も自分自身の訓練として臨
みます。皆さんも自分の身を守り、周りの人
の命を守るための行動を意識して取り組んで
ください。よろしくお願いします。 
では、2 週間という本当に短い、夏休みで

すが、ふだんと違う自分を発見するための貴
重な時間となるよう願っています。 
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「教育が一人前の社会人をつくる」家庭や地域の 
願いに応える 「守･破・離」の寺尾中三ヵ年教育 

《 熱 中 症 等 の 予 防 》 
寝不足、朝食を食べていないことで熱中症

等の発症のリスクが上がること、体調が悪く
なることが予想されます。特に夏季休業中の
部活動等の参加にあたっては、ご家庭で十分
にお子様の健康管理をしていただき、安全に
部活動等に参加できるようお願いします。 



 

 
今年度も多くの生徒が、家庭学習ノートの取組を継続しています。臨時休業中に身に

付けた力をこのような場面に生かしている生徒も多くなっています。1 学期は、全校生
徒の４８％が毎日連続で提出しました。今後も継続していけるように頑張りましょう。 
１年生 連続提出６７名  優秀生徒２０名 

石川颯雅 岩下波賢 植田陽太 大野貴章 木村 瞳 倉永捷士 小林杏那 近藤ななみ  

小織悠那 佐藤華音 佐野ちはる 芝田 舞 田中美鈴 津田歩叶 中川大翔 西岡香音  

二見慶吾 松本咲衣 安田悟志 横田幸生 猪狩愛美 石塚琴弥 石塚蓮人 江原愛乃  

大塚雄晟 木内陽菜 酒井陽向 島村優心 鈴木悟志 関谷樹璃 武梨々亜 中尾 雅  

松井翼空 松本 葵 松本大晴 水谷優花 栁川優莉 岩下 央 岩田大和 岩楯彩夏  

鍵田龍汰 加藤結奈 佐々木光 佐竹花南 田代雪乃 水井柊太郎 水井大翔 和田美陽  

阿部咲翔 大井結名 大石にこ 大石怜央 太田裕月 岡 夕月 加藤絢奈 工藤葉月  

小久保拓海 坂野心優 佐藤朱莉 志賀陽向 澁江紅音 神門彩乃 髙木蒼太 永田 颯  

福部結太 星 美雪 山中百桃 

２年生 連続提出５０名  優秀生徒２０名 
岩崎恋乃羽 大石そら 金丸美悠 久米律月 小林未來 小峯絢乃 鈴村奈津穂 廣瀨開康 

本田隼翔 荒井美有 大野智士 菊池 充 倉永咲希 塩谷心菜 諏訪愛奈 内藤真央  
橋本康佑 藤井 楓 丸橋彩音 溝口陽平 和田すずか 飯尾祥太 井上瑚子 江夏りんな 

大谷隆祐 岡森千春 齋藤共未 坂本菜々深 佐々木美月 塩野 葵 髙木陽翔 玉手菜々美 
丸茂優依 森山智矢 赤神那奈 飯沼聖仁 石毛かの葉 石原未来 伊藤大地 岩間杏樹  

太田結月 河野勇哉 後藤優実 七戸蒼天 髙栖梨桜 髙松璃弥 田中愛莉 千葉凜桜  
牧野一輝 丸山はづき  
３年生 連続提出６８名  優秀生徒１８名 
安藤好紀 池田駿太 伊藤彩那 内田陸士 大﨑あかり 鍵田有莉亜 笠原 葵 熊谷太我  

坂野輝星 志賀奈名子 鈴木千羽 髙木有彩 千葉沙也花 富田恵翔 野原海璃 本田悠樹  
町田怜平 松村 旭 三浦 和 宮﨑陽大 山田杏樹 吉澤更紗 吉田璃七 ライブリー亜梨紗 

割田 結 植田愛菜 内田桜花 大槻優心 小野颯太 亀井真拓 小柴柊人 小島優芽  
坂口陽紀 佐久間璃子 髙田恋弥 田中 蘭 田中陸翔 辻琥太朗 德中茉莉花 中原雅人  

萩原歩音 福島沙耶 矢野大翔 山口侑夏 山下莉央 若松真央 渡邉玉貴 岩﨑 暁  
上杉 環 鵜殿幸秀 大井陽菜乃 岡野泰彬 川久保柚璃 北川 諒 北村 駿 酒井 瞳  

相良雪華 佐々木陽向 佐竹結奈 
佐藤瑠捺 鈴木大地 田邊もも  

田沼春菜 奈村晴冬 平岩功多  
廣本 葵 古谷さくら 吉原美渚 

 

 

 

 

 

 

 

 

寺尾中学校さわやか相談室直通   ２４７－０５２２ ＊10:00～14:45 
寺尾中学校            ２４５－６７０１ 
川越市教育委員会   教育指導課  ２２４－５４８３ 
*土日祝夜間の緊急時 川越市役所  ２２４－８８１１ 

寺尾中生徒の様子 

＜８月の行事予定＞ 
＊夏季休業日 
８月１日(土)～１６日(日) 
＊全校三者面談 
８月３日(月)～７日(金) 
＊サマーリフレッシュウィーク 
８月１１日(火)～１６日(日)閉庁日 
土日祝、夜間、閉庁日の緊急連絡は、川越市
教育委員会、川越市役所へ連絡をお願いしま
す。ご協力ください。 

 
 
１７日(月) ２学期始業式 
１８日(火) 避難訓練 

引き渡し訓練 11：05～11:35 
１９日(水) 給食開始 
２４日(月) てらりんぴっく(漢字) 
      教育実習開始～９/４ 
２６日(水) 生徒会専門委員会 
２７日(木)  PTA 常任委員会･理事会 

夏季休業中は、特に自転車による事故に
十分注意してください!! 
＊自転車は、左側通行です。 
＊道路交通法で自転車は、車道を通行する
ことになっています。交通量の多いところ
は特に気を付けて!! 
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