
 
 

 

 
 

 

 

 

３年生『第１回 

川越市中学生学力調査』 

９月６日(木)に実施された

３年生を対象にした第１回川越

市中学生学力調査の結果は、右

の表のとおりとなりました。 

学年全体としては教科による差

とともに男子、女子での差も課

題となります。学力を付け、伸ばすためには、まずは毎日の授業に集中して取り組むこ

とです。進路実現のための関門を突破するためには、「１時間 1 時間の授業を自分のもの

にする」という強い気持ちで毎日の学校生活を充実させることが大切です。 

今年度からこの「川越市中学生学力調査」は、３年生が、年３回の実施になり、第３

回が１１月６日（火）に実施となります。『テストでは最後まで決してあきらめずに粘り

強く取り組むことです。一人一人があと１問ずつ正解をすることで、個人も学年も大き

く伸びます。』そして、問題をよく読み、単純なミスをなくすことも重要です。日々の勉

強の成果が出てくるのは実はこれからです。今回の結果を振り返り、確実に学力を身に

付けていきましょう。なお、今年度から、１年生も年１回、１月１０日（木）に実施さ

れます。 

台風のあとの生徒の活動 

台風２４号が日本中に

大きな被害をもたらしま

した。本校でも桜の枝が

折れたり、体育館の屋根

や煙突が外れたりしまし

た。けが等の被害がなかったのが幸いです。翌朝は、台風一過の晴天でした。その中で、

校庭の落ち葉を掃く生徒の姿が印象的でした。 

川越市駅伝競走大会 

今年も１９日（金）川越運動公

園周辺で開催されます。学校の代

表として１学期から朝夕、走力ア

ップのために練習を重ねています。

応援よろしくお願いします。 

標

準 

教 科 国語 社会 数学 理科 英語 ５教科 

平均点 70.6 56.5 43.0 40.8 46.4 257.3 

寺

尾

中 

 

平均点 

男女 70.8 57.2 42.3 38.5 42.7 252.1 

男子 66.6 56.8 42.6 39.0 42.2 247.2 

女子 76.3 57.6 41.9 37.9 43.4 258.6 

偏差値 男女 50.1 50.3 49.6 48.8 48.3 49.4 

第１４号 平成３０年１０月１５日 川越市立寺尾中学校長 福田和子 

「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 

 校訓 自主自律  

学ぶ意欲 

思いやる心 

行動する力 

 学校教育目標  

気づき 考え 実行する  

心豊かな生徒 

 
 
 
 
 



Ｈ３０バザーご協力ありがとうございました 

９月から準備がスタートし、前日、１４日の

バザー当日と多く方の協力のもとＨ３０のバザ

ーが実施されました。余剰品の提供をはじめ、

ＰＴＡ役員、会員、地域の皆様のご協力に感謝

いたします。 

 
 

 

９月２８日（金）から

１０月２日（火）まで実

施された川越市民体育

祭兼新人体育大会川越

市予選会の結果をお知

らせします。各部で今ま

で取り組んできた練習

をもとに力一杯試合に

臨むことができました。 

大会の結果からは、日

頃の練習の成果を発揮

し、上位に勝ち進んだチ

ームや種目が数多くあ

りました。しかし、この

結果の一覧では、表しき

れない試合の経過があ

ります。そういった皆さ

んの頑張っている姿が

とても頼もしく、そして

誇らしく思いながら応

援していました。 

今回は、ソフトテニス

部、男子個人で２名、陸

上競技部、女子３名がそ

れぞれ県大会に出場し

ます。県大会でのより一

層の活躍を期待します。

保護者・地域の皆様のご

支援・ご声援に心から感

謝いたします。 

◇野球  １回戦 VS 霞ケ関東（３－７） 
◇サッカー２回戦 VS 高階西（０－０）ＰＫ4-1 

      ３回戦 VS 砂（０－１） 

◇ソフトテニス男子 
団体Ａチーム 第３位 
個人  第３位  １ﾍﾟｱ【県大会出場】 

ﾍﾞｽﾄ 16 ３ﾍﾟｱ 

◇ソフトテニス女子 
団体 第３位 
個人  ﾍﾞｽﾄ 8  １ﾍﾟｱ 

  ﾍﾞｽﾄ 16  ２ﾍﾟｱ 

◇剣道 
女子団体予選 VS 星野 0-4 VS福原 0-5 VS 霞 1-2 
男子団体予選 VS 東 2-3 VS 南古谷 1-3 

◇卓球男子 
団体 A ﾌﾞﾛｯｸ   1回戦 VS 霞ケ関西 1-3 

2回戦 VS 城北埼玉 3-0 
3回戦 VS 霞ケ関 1-2 

B ﾌﾞﾛｯｸ  1 回戦 VS 芳野 3-0 
2回戦 VS 城南 3-0 
3回戦 VS 山田 1-3 

個人ｼﾝｸﾞﾙｽ 3 回戦ﾍﾞｽﾄ 32 １名 
個人ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 4 回戦ﾍﾞｽﾄ 16 ２ﾍﾟｱ 

3 回戦ﾍﾞｽﾄ 32 １ﾍﾟｱ 

◇卓球女子 
団体 A ﾌﾞﾛｯｸ 1 回戦 VS 山田 1-3  
   B ﾌﾞﾛｯｸ 1 回戦 VS 川越第一 0-3 
個人ｼﾝｸﾞﾙｽ 3 回戦ﾍﾞｽﾄ 32 １名 
個人ﾀﾞﾌﾞﾙｽ 3 回戦ﾍﾞｽﾄ 32 ３ﾍﾟｱ 

◇陸上競技 
ｵｰﾌﾟﾝ種目男子１年 200ｍ 第４位  
男子 200ｍ    第７位  
男子 400ｍ    第４位  
男子走幅跳    第５位 第６位  
男子 4×100ｍＲ 第８位  
女子総合 第３位 
女子 1 年 100ｍ  第２位 【県大会出場】 
女子 2 年 100ｍ  第４位 【県大会出場】 
女子 200ｍ    第３位 【県大会出場】 
女子 200ｍ    第４位  
ｵｰﾌﾟﾝ種目女子１年 800ｍ 第２位  
女子走高跳    第１位 【県大会出場】 
女子 4×100ｍＲ 第３位  

◇バスケットボール男子 
１回戦ＶＳ野田（５８-３９） 
２回戦ＶＳ城南（３０-４６） 

◇バスケットボール女子 
１回戦ＶＳ初雁（３０-４６） 

寺 尾 中 生 徒 の 活 躍 ～新人体育大会川越市予選会～ 

ＨＰ用のため 

氏名を掲載してい

ません 


