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川越市立寺尾中学校長

福田和子

＊第 26、27 号は、卒業生に配布しました。在校生は、ＨＰを確認ください。

「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
３月２５、２６日

分散登校放送による講話

寺尾中学校の生徒のみなさん、こんにちは。
2 月 28 日以降、日本中が、感染症予防に向けて大きな変化をしました。皆さんの家庭でも家
族みんなで健康管理や感染予防に気をつけて生活していたのではないでしょうか。
3 月 13 日には、3 年生の先輩は、卒業式を終えました。このような社会情勢の中でも立派に
素晴らしい「凜」とした態度で卒業証書を受け取り無事、卒業していきました。これから皆さ
んは、その素晴らしい先輩を見習い、寺尾中学校の伝統を引き継いでください。
この 1 ヶ月、荷物の持ち帰り、校庭開放など日頃の中学生の生活にはない状況が続きました。
体調が優れない人はいませんか。色々なことが心配で悩みを抱えたままになっている人はいま
せんか。今後、4 月からの学校生活の再開に向けて、それぞれの活動を少しずつ進めていくこ
とになります。27 日からは、部活動が再開されます。体調管理をしながら、仲間とともに力を
つけてください。
また、4 月からの学校生活がスムーズに送れるためにも、生徒の皆さん一人一人が慎重に行
動し、安全に安心した生活を送れるように協力してください。私たち大人も、一つ一つのこと
を慎重に考え行動するために、これからもみんなで知恵を合わせていきます。中学生のみなさ
んができることを、家庭でも学校でも確実に実行してください。
今後も様々な場面でいつもと違うことが想定されます。このような中で
重要なことは、今までに培った力を最大限に発揮することです。自分の力
を信じ、周りの仲間を信じることで仲間とともに成長していけるはずです。
この後、みなさんと会うのは新年度となります。一段と成長してたくま
しくなった皆さんの姿を楽しみにしています。
「気づき、考え、実行する心豊かな寺尾中生」としての力を発揮していきましょう。

寺尾中生徒の活躍
中学校３年間の活躍を讃えた表彰
卒業を前に全校生徒の前で表彰予定でしたが、今年度は、3 月 11 日の
3 年生登校日に表彰しました。これからの更なる活躍を期待しています。
優良生徒表彰
岡本正吉
県産業教育振興会賞 竹内一秀
ＨＰ用のため、氏名は掲載していません。
県体育表彰
三木孝信 神保春希
川越市体育賞
田中晃生 板川莉奈
埼玉県令和元年度体力向上優良校
新体力テストの総合評価 A＋B、新体力テスト 8 項目中５項目以上第一目標を達成した児童
生徒の割合、学校における体力向上の取組、生活習慣・運動習慣等を総合的に審査・選考し、
埼玉県内で優れた成果をあげた小学校 23 校、中学校 11 校、高等学校 6 校が表彰されました。

今年度その 1 校に選出されました。
生活習慣では、特に家庭の協力も必要で、次の 3 項目も大切です。
①朝食を毎日食べる。
②1 日の睡眠時間が小学生は 8 時間以上、中・高校生は 6～8 時間。
③運動・スポーツを 60 分以上ほとんど毎日する。

埼玉県小中児童生徒美術展
川越市小中特別支援学校児童生徒美術展入選
川越市小中特別支援学校児童生徒美術展特選
埼玉県小中児童生徒美術展入間地区展入選
川越市小中特別支援学校児童生徒美術展特選
埼玉県小中児童生徒美術展入間地区展特選
川越市小中特別支援学校児童生徒美術展特選
埼玉県小中児童生徒美術展特選

明るい選挙啓発書道コンクール
銀賞
寺尾中学校人権カレンダー掲載生徒
２年２組
２年１組
２年２組
２年１組
２年２組
２年３組
２年２組
２年１組
２年３組
２年１組
１年１組
１年１組
１年１組
１年２組
１年２組
１年２組
１年２組
１年１組
１年２組
１年２組

小島優芽
萩原歩音
Ｈ Ｐ 用
相良雪華
渡邉玉貴
大槻優心
のため、
山口侑夏
寺島真之
西川莉生
氏名は
飯島悠矢
佐藤瑠奈
本田隼翔
掲 載
巽
千晴し
倉永咲希
西村優也
て い ま
伊藤大地
塩野 葵
梶山穂佳
せん。
鈴村奈津穂
千葉凜桜
太田奏生

ＨＰ用のた め 、
氏名は掲載 して
いません。

１，２年生

２日「分かるかな 言葉の怖さ 治らぬ傷」
５日「おかしくない 人の個性を 認めよう」
８日「守りたい その思いだけじゃ 伝わらない」
１１日「そばにいる 仲間がいるから がんばれる」
１４日「その笑顔 あなたの力で 救いだそう」
１７日「見た目だけ 話してみないと 分からない」
２０日「死なないで 命を無駄に しちゃだめだ」
２３日「ありがとう その一言の 救いの手」
２６日「日頃から 感謝の気持ち ありがとう」
２９日「優しさで 君の心を 動かせる」
３日「あいがとう きみのおかげで がんばれた」
６日「かわいそう うすい同情 それ差別」
９日「その笑顔 みんなを守ろう いつまでも」
１２日「その心 誰かの心に 響くはず」
１５日「大切な 命の重み 考えて」
１８日「ぼくはぼく あなたはあなた 平等だ」
２１日「見つけよう 君の良いとこ きっとある」
２４日「やめようよ その一言で 変わる未来」
２７日「やさしさの バトンをみんなに つなげよう」
３０日「優しさは 誰かの心を 助けるよ」

家庭学習ノート 優秀賞 連続提出賞
３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４７％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２０名
連続提出賞７２名
太田奏生 大谷隆祐 髙木陽翔 高村勇輝 本田隼翔 猪狩玲杏 石原未来 岩間杏樹 岡森千春
金丸美悠 倉永咲希 鈴村奈津穂 諏訪愛奈 石井聡 伊藤大地 岩井智毅 工藤健太 佐藤朔人
忠幸人 西村優也 萩原桜雅 牧野一輝 武藤優仁 井上瑚子 岩崎恋乃羽 大石そら 梶山穂佳
小林未来 齋藤共未 櫻井千紘
塩野葵 塩谷心菜 髙栖梨桜 千葉凜桜 内藤真央 藤井楓
ＨＰ用のため、氏名は掲載していません。
藤田晴菜 河野勇哉 小針祐人 村上偉将 赤尾さくら 石毛かの葉 江夏りんな 大野友梨奈
小川未藍 鎌田璃乃 久米律月 後藤優実 坂本菜々深 玉手菜々美 飯沼聖仁 大野智士
菊池充 古寺陸翔 武 将 橋本康佑 村越蒼真 森山太一 八木橋琉生 山中賢次也 赤神那奈
荒井美有 池本遥 石川在 榎本芽依 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２２名
連続提出賞６５名
小野颯太 北村駿 喜村南碧 小柴柊人 坂野輝星 鈴木大地 廣本葵 山田修哉 上杉環
植田愛菜 大﨑あかり 鍵田有莉亜 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 鵜殿幸秀 坂口陽紀 富田恵翔 町田怜平 松本晴斗 三浦知大 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 三浦和 山下莉央
ＨＰ用のため、氏名は掲載していません。
吉澤更紗 吉田璃七 吉原美渚 ライブリー亜梨紗 安藤好紀 内田陸士 北川諒 熊谷太我
辻琥太朗 野原海璃 深澤拓真 本田悠樹 松村旭 宮﨑陽大 矢野大翔 吉岡歩 伊藤彩那
岩﨑暁 内田桜花 笠原葵 酒井瞳 佐久間璃子 佐々木陽向 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
寺尾中学校さわやか相談室直通
寺尾中学校
川越市教育委員会 教育指導課
川越市役所
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