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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
12 月も半ばとなりました。２学期は、生徒の諸活動も切り替えの時期となってい
ます。生徒会本部を中心に各専門委員会の活動が今まで以上に活発に進められるよう
願っています。様々な取組を通して一人一人の生徒が主体的に考え、活動できるよう
学校、家庭、地域で支援し、見守っていただけますようよろしくお願いいたします。
第 68 期生徒会・後期専門委員会から ～会長・委員長の抱負～
生徒会本部役員会長
第 68 期生徒会本部の目標は、「新たな時代を創り出す寺尾中～伝統を尊重し、さら
なる発展へ～」です。この目標を達成させるため本年度の本部では、新しいことに挑戦
しつつ、伝統を発展させていけるような様々な活動を行っていきます。これからの本部
の活動にもご協力よろしくお願いします。
１年学級委員会委員長
私は、人前で話すことが苦手なのでそれを克服するために学年委員長に立候補しまし
た。１年学級委員会の今後の一番の目標は、家庭学習の提出率を上げることです。その
ために積極的に声かけなどを行っていきますのでご協力をお願いします。
２年学級委員会委員長
２年学級委員会では、前期に引き続き３分前着席の徹底、家庭学習提出率の向上、更
に休み時間の生活態度の見直しを課題にあげて取り組んでいます。３学期には、２泊３
日の修学旅行があります。今の課題をしっかり改善し、全員が楽しく学ぶことができる
ように普段から気をつけて生活していきましょう。２年生の皆さんご協力よろしくお願
いします。
３年学級委員会委員長
３年学級委員会は、「家庭学習の提出」「３分前着席の徹底」「良い授業態度で授業に
臨む」「集会の退場時の返事をしっかりする」ということを目標に後期の活動をしてい
きます。どの項目も一人一人が意識を改めれば困難ではない目標となっています。まず
は、学級委員会が模範となって３年生の質をより高めていきたいと思っています。しっ
かりと義務を果たして優秀の美を飾り、下級生に寺中の伝統を引き継いでいけるよう、
３年学級委員会の活動にご協力お願いします。
生活委員会委員長
生活委員会の後期の達成目標は、あいさつ運動 100％、生活チェック 100％：違反
者０、名札着用率 100％です。私は、生活委員長として目標達成のため自分の仕事を
忘れずに責任をもって行いたいです。また、寺尾中学校の生徒全員が違反をせず、名札
の着用率が 100％になるように呼びかけやポスター掲示に努めていきたいです。
報道委員会委員長
私たちの委員会が「放送」ではなく「報道」なのには、新聞を発行し、放送をし、情
報をいち早くみんなに伝えるという理由があるからです。だから、私たちは、情報を早
くかつ、的確に報道していきたいと思っています。一人一人が責任をもち、楽しく委員
会活動ができるように工夫をしながらがんばっていきます。
給食委員会委員長
僕は、給食委員会がより良いものになるようあいさつ運動参加率 100％、マスク忘
れ０、食べ残し０を徹底して行います。そのため委員長として自ら呼びかけすることを
意識します。給食が少しでも早く、楽しく食べられるよう給食委員会へのご協力お願い
します。
体育委員会委員長
体育委員会では、日々、体育の授業の進行や昼休みにボールの貸し出しを行っていま
す。後期には球技大会があるので楽しく安全に進められるように体育委員会一同で運営
を頑張りたいと思います。また、いじめ撲滅運動の活動として準備体操を全員で円にな
って行うことや 3 分間走を集団で走るなどをしています。授業 5 分前開始、ジャージ

の着こなしなど体育委員会へのご協力よろしくお願いします。
環境委員会委員長
寺尾中の伝統である洗心無言清掃をより発展させるため、環境委員一同、呼びかけや
昼清掃、清掃巡回に全力で取り組んでいきます。しかし、この伝統が崩壊してきている
のが現状です。改善するために生徒一人一人が伝統を継承するという強い意志をもって
取り組んでいきましょう。ご協力よろしくお願いします。
図書委員会委員長
後期の図書委員会では、前期の委員会に引き続き本の貸し出しや返却、しおりキャン
ペーンなどを行います。後期の活動目標は、合計貸し出し冊数 3400 冊です。皆さん
にお願いです。図書室では、静かに過ごしてください。また、後期も図書室に本をたく
さん借りに来てください。よろしくお願いします。
保健委員会委員長
保健委員会後期の達成目標は、
「あいさつ運動 100％」
「衛生検査 100％」です。目
標達成のための活動は、「呼びかけ」です。毎週月曜日に衛生検査を行っています。つ
めを切って、ハンカチ、歯ブラシを持ってきてください。更にエコ活動を行っています。
コンタクトをしている人は、コンタクトレンズの空のケースを持ってきてください。ご
協力お願いします。
福祉委員会委員長
福祉委員会では、エコキャップ、ベルマーク、使用済みのインクカートリッジの回収
を行っています。また、年に数回の募金活動や花植えなども行っています。「一人でも
多くの人を救うために一人一人が積極的に活動する」この目標のもと地味ですが重要な
活動をしています。福祉委員会へのご協力よろしくお願いします。

てらりんぴっく 数学 計算

11 月 29 日実施

今年度 3 回目の「てらりんぴっく」の結果が
発表されました。満点者は 3 年生が 71 名、2
年生が 46 名、1 年生が 20 名となりました。
寺尾中学校のてらりんぴっくは、基礎的な内
容を 1 年生の時期から継続して取り組むことで
金賞
確実に力を付けていくことを目的としています。 銀賞
銅賞
２０１９ 数学 計算てらりんぴっく満点者
１年１組
１年２組
１年３組
１年４組
２年１組
２年２組
２年３組
３年 1 組
３年２組
３年３組
３年４組

3年4組
3年1組
3年2組

94.40 点
93.29 点
91.43 点

本田隼翔
岩井智毅 佐藤朔人 牧野一輝
河野勇哉 岸田波瑠 七戸蒼天 千田遥斗 川口陽菜乃 久米律月 玉手菜々美
宇部南聖 菊池充 古寺陸翔 武 将 橋本康佑 赤神那奈 小峯絢乃 本田莉緒
山中美桜理
北村駿 喜村南碧 田中陸翔 西村和樹 廣本葵 鍵田有莉亜 佐藤瑠捺
志賀奈名子 田邊もも 德中茉莉花 萩原歩音 渡邉玉貴 割田結
池田駿太 鵜殿幸秀 亀井真拓 寺嶋真之 富田恵翔 町田怜平 大井陽菜乃
川久保柚璃 髙田恋弥 千葉沙也花 三浦和 山下莉央 吉澤更紗 吉田璃七
吉原美渚 ライブリー亜梨紗
安藤好紀 上野凜慈 北川諒 本田悠樹 森田草 矢野大翔 吉岡歩 岩﨑暁
内田桜花 笠原葵 酒井瞳 佐々木陽向 佐竹結奈 鈴木千羽 山口侑夏
山田杏樹 若松真央
岡森康生 菊地星那 斎藤大暉 矢木慎太郎 山﨑光 渡邉衛 大野満葵
志水花菜子 鈴木萌 土田秋桜 内藤真由 中村明日 東島舞
石塚陽大 小笠原駿斗 河田泰知 川本恒輝 熊倉悠人 芹田晃 田畑翔也
長谷川礼都 松野大翔 武藤快 吉野挙 小澤愛瑠 菊池和 齋藤幸乃 佐藤音優
須藤紗希 波平陽菜乃 水井紗也子 森田真緒
岡本正吉 里見虎鉄 正司悠生 玉城丈司 玉手倖弥 仲野優輝 中振輝也
廣瀨瑛康 細谷祐斗 割田晴 石川沙姫 井上華乃 武田柚月 萩原萌 本山仁香
吉原あやめ 若崎彩花
有山優一 売島晴人 太田智己 久米悠斗 小橋武矢 佐藤稜真 竹内一秀
新井田黎 三浦隼稀 三木孝信 渡辺篤凱 板川莉奈 大井和奏 ゴウタムパルミラ
佐藤星来 神保春希 鈴木夕海 鈴木理央 髙嶋梨湖 戸田陽菜 吉野聖月 渡邉睦
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