
 

 
 

 

 
 

２学期終業式のことば 一部抜粋 

今年度、寺尾中学校では、防災学習を進めてきました。「自分の身は、自分で守る。」簡単な
ようでとても難しいことです。これから生きていく大切な皆さんだから、それができるように
なってほしいのです。更に皆さんの家族も含めて「自分で命を守る行動」がとれるように、家
族とよく話し合い、安全対策や災害時の集合場所などの確認を進めてください。～中略～ 
寺尾中では、学期毎に「心のアンケート」を実施しています。「学校は楽しいか」｢学習につ

いての心配や悩みはあるか｣「悪口を言われたり、からかわれたりしていないか」「いじめにあ
っている人はいないか」など１２項目について確認しています。４０２名の全校生徒が、毎日、
充実した学校生活を送れるよう先生方、学校に関わる方全員でバックアップしていきます。し
かし、集団で過ごす学校生活では、思うようにいかないことや嫌だなと思うこともたくさんあ
ります。そういったことにどのように対処するか。スクールカウンセラーさんには、そういう
ときの対処方法として「ストレスの対処法」「相談の仕方」などのお話をしていただきました。
また、スクールサポーターさんには、「ミニ非行防止教室」として「SNS を利用した犯罪の防
止」や｢不審者対応｣について説明していただきました。寺尾中学校では、多くの方に関わって
いただきながら、教科の勉強だけでは身に付けることのできない力を、皆さんが習得できるよ
うにしています。～中略～ 
中学生時代には、蓄え、身に付けていくべきことがたくさんあります。それを積み重ね、「一

人前の社会人」になることが必要です。「一人前になる」というのは、色々なことができるよう
になることですが、中学生の皆さんにとっては、「何もかも一人でやる」ということとは違いま
す。「わからないことをそのままにせず、調べたり、聞いたりして解決する。」「相手を尊重する
ことや協力することができる。」「困ったときは、誰かに相談することができる。」など他の人と
協働の精神で学校や社会の中で生きていく力を身に付けることです。 
明日からの冬休みは、２学期の自分を振り返り、３学期にステップアップできるように準備

をする時間としてください。そして、３学期は、次の学年や進路に向けた準備の期間になりま
す。毎日の学校生活をどのように送るか。家では、自分の役割をどのように果たしていくか。
家の人に色々なことをやってもらうだけでなく、自分が家族の一員としての役割を果たすこと
が大切です。新しい１年が充実したものになるよう自分のことを大切に人のことも大切にして
いきましょう。 

 
 
今学期も多くの生徒が、家庭学習ノートの取組に努力しました。全校生徒の４３％が

毎日連続で提出しました。これからも継続していけるように頑張りましょう。 
１年生  優秀賞の生徒２２名  連続提出賞５３名  
大谷隆祐 髙木陽翔 本田隼翔 石原未来 岩間杏樹 岡森千春  小野星奈  金丸美悠 倉永咲希 
鈴村奈津穂 諏訪愛奈 飯尾祥太 石井聡 忠幸人 牧野一輝 武藤優仁 井上瑚子 岩崎恋乃羽 
齋藤共未  塩野葵  塩谷心菜  髙栖梨桜  千葉凜桜  内藤真央  藤田晴菜  溝口陽平 
赤尾さくら 石毛かの葉 鎌田璃乃 久米律月 後藤優実 坂本菜々深 玉手菜々美 大野智士 菊
池充 古寺陸翔 武 将 橋本康佑 村越蒼真 八木橋琉生  荒井美有 池本遥 石川在 榎本芽依 
菊入夏蓮 小峯絢乃 佐々木美月 田中愛莉 本田莉緒 丸山はづき 山中美桜理  
和田すずか 
 
２年生  優秀賞の生徒１７名  連続提出賞６４名  
小野颯太 北村駿 喜村南碧 小柴柊人 坂野輝星 鈴木大地 田中陸翔 平岩功多 廣本葵 

家庭学習ノート 優秀賞 連続提出賞 

 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 

 
 
 
 
 

「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 

第２１号 令和元年１２月２４日 川越市立寺尾中学校長 福田和子 

HP用のため、 

氏名を掲載していません。 



山田修哉 上杉環 植田愛菜 大﨑あかり 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 古谷さくら 渡邉玉貴 割田結 亀井真拓 坂口陽紀 寺崎蒼汰  
富田恵翔 町田怜平 大井陽菜乃 大槻優心 川久保柚璃 小島優芽 髙田恋弥 田中蘭  
千葉沙也花 福島沙耶 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 
北川諒 熊谷太我 田中良樹 辻琥太朗 奈村晴冬 野原海璃 深澤拓真 本田悠樹 松村旭 
矢野大翔 吉岡歩 伊藤彩那 岩﨑暁 笠原葵 酒井瞳 佐久間璃子 佐竹結奈 鈴木千羽  
髙木有彩 田沼春菜 山口侑夏 山田杏樹 若松真央 
 
３年生  優秀賞の生徒１８名  連続提出賞５６名  
菊地星那 小織悠生 山﨑光 渡邉輝 石倉小雪 後藤愛美 鈴木萌 内藤真由 苗代歩美 
河田泰知 小出陽介 酒井稜太 芹田晃 野﨑海 武藤快 小澤愛瑠 菊池和 齋藤幸乃  
佐藤音優 須藤紗希 水井紗也子 江夏歩夢 岡本正吉 正司悠生 玉手倖弥 細谷祐斗  
石川沙姫 井上華乃 工藤紅葉 武田柚月 團保乃佳 萩原萌 蛭川未夢 深沢彩乃  
松本乃衣 三浦知夏 本山仁香 森奏心 若崎彩花 売島晴人 久米悠斗 佐藤稜真  
竹内一秀 福田輝琉 本田遥大 増田諒大 渡辺篤凱 板川莉奈 大井和奏 ゴウタムパルミラ 佐
藤星来 鈴木夕海 髙嶋梨湖 戸田陽菜 永井七海 渡邉睦 

 
 

２学期善行表彰 石倉 龍也 

川越地区学校・警察連絡協議会表彰規定により表彰されました。 
《善行の概要》１１月２１日７時２０分ころ、稲荷町自宅付近の道で、動けなくなっ
ていた年配の男性に「大丈夫ですか。」と声をかけ、肩をかして１５分程一緒に歩いて
自宅まで送り届けた。 

第５４回郷土を描く児童生徒美術展特選 岡森千春 
第８７回全国書画展覧会書の部 

特選 内藤真由 渡邉睦 佐々木陽向 
金賞 大野満葵 吉原あやめ 戸田陽菜 三浦和 髙木有彩 

 大石そら 千葉凜桜 藤田晴菜 小峯絢乃 
銀賞 正司悠生 髙田恋弥 千葉沙也花 田沼春菜 廣瀨開康 

 西村優也 吉永篤史 及川勇人 吉澤更紗 石井聡 七戸蒼天 
第１６回環境イラストコンテスト秀作賞 萩原歩音 佳作 塩谷心菜 
中学生の税についての作文入選 有山優一 
日本プロ野球ＯＢクラブ杯埼玉県中学校野球大会第２位 野球部 
埼玉県中体連野球専門部強化指定選手指定証 鈴木大地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
寺尾中学校さわやか相談室直通  ２４７－０５２２ 
寺尾中学校           ２４５－６７０１ 
川越市教育委員会 教育指導課  ２２４－５４８３ 
川越市役所           ２２４－８８１１ 土日夜間 

寺尾中 生徒の活躍 

HP用のため、 

氏名を掲載していません。 

HP用のため、 

氏名を掲載していません。 

HP用のため、 

氏名を掲載していません。 

＜１月の行事予定＞ 
 ８日(水) 始業式､部活動なし 
 ９日(木) 給食開始､生徒会専門委員会 
      ①学年集会木曜①～⑤ 
１０日(金) てらりんぴっく:英単語 

 
１１日(土)  
１３日(月) 成人の日 
１５日(水) 安全点検日、おはようコール 
１６日(木) 高階地区小中授業交流会 

木曜①～④ 
      第４回ＰＴＡ常任委員会 
２１日(火) 生徒朝会、教育相談週間① 
      火曜③④⑤⑥②① 
２２日(水) ３年私立高校受験中心日  
      教育相談週間② 

 
２３日(木) 川越市中学生学力調査１年 
２４日(金) 教育相談週間③､３年三者面談① 
      月曜①～⑤水曜⑤ 
２５日(土) 土曜授業、金曜①②⑤⑥④ 

修学旅行保護者会４校時 
      新入生保護者入学説明会(午後) 
２６日(日) 英語検定 
２８日(火) 表彰朝会、生徒連絡協議会 

教育相談週間④､３年三者面談② 
２９日(水) 教育相談週間⑤､３年三者面談③ 
      特別支援学級合同学芸発表会 
３１日(木) 中央委員会 
 
 


