
 

 
 

 

 
 

６月２１日（金）

「文化体験講座」
が実施されました。新規の講座もあり、

１９の講座開設となりました。地域で活
躍する方々にご協力をいただき、貴重な

体験の機会となりました。また、当日は、
多くの保護者にも来校いただきました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＊左側通行 
＊気を付けて 
車道を通行 

 
 
 
 
 
 
 

講 座 名 

① 和紙の貼り絵 

② 組み木の指導 

③ 着付け 

④ 演劇、朗読指導 

⑤ マジック 

⑥ 押し花の貼り絵 

⑦ 箏演奏 

⑧ フィンガー編み物 

⑨ 豆腐作り 

⑩ 茶道 

⑪ 将棋 

⑫ 囲碁 

⑬ 寺尾信太鼓 

⑭ 社交ダンス 

⑮ 空手 

⑯ 竹とんぼ 

⑰ 農作物をおいしく食べる  

⑱ けん玉 

⑲ ヨガ 

「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 

「非行防止教室」 
今年度の非行防止教室が、３学年とも終了しました。昨年度から

クラスごとに実施することでより身近な問題として自分で考え、危
険から身を守ることができるようにと進めています。また、学年の
発達段階に応じた内容にすることで２、３年生は、昨年の内容と違
ったことを学習できるようにしました。 

保護者向け 
「家庭教育学級ケータイ･スマホに潜む問題と危険」

７月１１日(木)１０：００～ 寺尾中 ３F 多目的室 
保護者の皆さまには、家庭教育学級において｢ケータイ･スマホに

潜む問題と危険｣と題して川越市教育委員会の生徒指導担当指導主
事から川越市の実態を中心にお話をしていただきます。当日の参加
可となっています。スマホや SNS での友達同士のトラブルも多発し
ています。事件事故に巻き込まれることのないよう、また、お子様
の安全安心のためにもぜひ、ご参加ください。 

文化体験講座 

第８号 令和元年６月２８日 川越市立寺尾中学校長 福田和子 

自転車の安全な乗り方について 
自転車は、とても便利な乗り物です。本校の生徒も先日の部活動の大会や近隣の学校との

練習試合では、会場まで自転車で移動することもしばしばです。過日、近隣の方から部活動
での自転車移動の際の走行についてご指摘をいただきました。顧問が引率している中でした
が、基本的な交通ルールの確認、指示ができておりませんでした。日頃からご近所の方から
は、心配の声が上がっているとの情報もいただきました。今後、具体的な指導とともに２学
期には、交通安全教室を開催し、さらに自転車の安全な乗り方の指導を進めます。ご家庭、
地域でもぜひ声掛け等をお願いいたします。 

 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 

 
 
 
 
 



 
 
今年度の学校総合体育大会川越

市予選会、これまでの各種大会の
結果をお知らせします。壮行会で
の力強い決意表明のとおり練習の
成果を発揮し、全力を出しきるこ
とができた大会になりました。こ
のあと、県大会は、３部活、１２
名が出場します。また、学校総合
体育大会を区切りに多くの３年生
は、部活動の引退を迎えました。
一人一人が貴重な経験を得て成長
しました。 
川越市中学校野球大会 

優秀選手賞     ３年 

優秀選手賞     ３年 

川越選抜選手認定証  ２年 

通信陸上競技大会川越市予選会 

男子 1 年 100ｍ第 4 位 

男子 3 年 100ｍ第 1 位 県大会出場 

男子 200ｍ第 2 位 

男子 200ｍ第 5 位 

男子 200ｍ第 8 位 

男子 400ｍ第 2 位 

男子走幅跳第 3 位 

男子走幅跳第 7 位 

男子４×１００ｍＲ第 6 位 

 

女子 2 年 100ｍ第 2 位 県大会出場 

女子 3 年 100ｍ第 4 位 

女子 200ｍ第 4 位 

女子 200ｍ第 6 位 

女子走高跳 県大会出場 

女子４×１００ｍＲ第 1 位 県大会出場 

 

 
吹奏楽部は、「吹奏楽コンクール西部地区

大会」美術部は、「川越市立中学校美術部展」

が、夏季休業中に予定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP 用のため、 

氏名を掲載して

いません。 

＜７月の行事予定＞ 
 １日(月) 期末テスト①  

     洗心無言清掃体験寺尾小６年 
２日(火) 期末テスト②  
     洗心無言清掃体験高階南小６年 
     地区懇談会 
３日(水) おはようコール 
     入間地区校長会  
４日(木) 金曜日課 ３年高校模擬授業 
     中央委員会 
５日(金) 木曜日課 
     卒業アルバム個人写真撮影 
８日(月) Ⅱ期時間割開始 

てらりんぴっく(国語) 
９日(火) 学校朝会、 

１０日(水) 環境ボランティア  

 
１１日(木) 生徒会専門委員会 
      家庭教育学級 10:00《当日参加可》 
１２日(金) 安全点検日 
１３日(土)  

     ３年卒業生に学ぶ会 
１５日(月) 海の日 
１６日(火) 生徒朝会(団決め) 
１７日(水) 給食最終日、水①②③④⑤ 
１８日(木)  
１９日(金) 終業式、学活 
２２日(月) ３年三者面談(～７月３１日) 
      １・２年家庭訪問(～７月３１日) 
      夏季休業日(～８月３１日) 
２３日(火) ２年上級学校訪問中心日 

学校総合体育大会川越市予選会結果 
◇野球 第３位 
１回戦ＶＳ星野（１２－２）２回戦ＶＳ大東西（９－６） 

３回戦ＶＳ城南（５X－４） 準決勝ＶＳ高階（３－６） 

◇サッカー 
１回戦ＶＳ山田（２-０）２回戦ＶＳ初雁（１-２） 

◇ソフトテニス男子 
団体 第２位 ８名 

 

個人 第３位  ２名県大会出場 

◇ソフトテニス女子 
団体 第３位 ８名 

 

個人 第３位 ２名 県大会出場 

◇剣道 
男子団体予選リーグＶＳ初雁（２－３）東（２－３） 

男子個人ベスト１６ １名 

女子団体予選リーグＶＳ大東（０－３）名細（０－４） 

◇卓球男子 
団体 Ａ ベスト８､Ｂ高階西（０-３） 

個人ベスト１６ ２名 

◇卓球女子 
団体 Ａ ＶＳ福原（２-３）､Ｂ ＶＳ初雁（０-３） 

個人ベスト１６ １名 

◇陸上競技 女子総合３位 
男子３年 100ｍ第１位 男子 200ｍ第３位 県大会出場 

男子１年 100ｍ第３位 県大会出場 

男子 400ｍ  第２位 県大会出場 

男子走幅跳第４位 県大会出場 

男子オープン種目１年 200ｍ第３位  

女子３年 100ｍ第２位 女子 200ｍ第３位 県大会出場 

女子２年 100ｍ第２位 県大会出場 

女子走高跳  第３位 県大会出場 

女子オープン種目２年 200ｍ第３位  

女子１年 800ｍ第１位 県大会出場 

女子４×100mR 第２位 

 

◇バスケットボール男子 
１回戦ＶＳ秀明（７４-３４） 

２回戦ＶＳ富士見（２６-６８） 

◇バスケットボール女子 
１回戦ＶＳ大東西（４２-５１） 

寺尾中生徒の活躍 

 

HP 用のため、 

氏名を掲載して

いません。 


