
 
 

 

 
 

お子様のご入学、ご進級おめでとうございます 
本日実施の入学式・始業式の式辞の一部を紹介します。 

皆さんに、これから二つのことを話します。 
一つ目は、校訓「自主自律」と学校教育目標「気づき 考え 実行する 心豊かな生徒」についてです。

本校の生徒には、「自ら学び、自らを磨き、自ら鍛える」ことができるようになってほしいと考えています。 
中学校時代は、子どもから大人に成長するための大切な学びの時期、人との関わり方を学ぶ時期です。中学
校の生活の中で多くの仲間と関わり、活動していく中で身に付ける一つ一つのことは、とても重要でその後
の人生に大きく関わってきます。新しい世界にわくわくしたり、はじめてのことにどきどきしたり、また、
悩み事が増えて自分でどうしてよいか途方にくれることがあったり、たくさんの情報が入りすぎて戸惑った
りと今までの自分と違う部分も見えてきます。そのようなときに自分は今、「どのように学ぶべきか」「ど
のように磨くべきか」「どのように鍛えるべきか」を考えることで身に付けることがはっきりしてきます。
寺尾中学校の先生方は力になってくれます。周囲の友達も協力してくれるはずです。 
二つ目は、社会に出るために必要なことを身に付ける寺尾中学校の「守・破・離」の三年間についてです。 
一年生は、「守：守る」基礎固めの１年間に寺尾中学校の校風、伝統を学び、受け継いでいく段階です。 
二年生は、「破：破る」自主自律、新しい考えや工夫を加え、発展させる段階です。 
三年生は、「離：離れる」集大成の最高学年として自分の次のステップへとつなげていく段階です。義務

教育を修了し、自己実現につなげていきます。 
そして、この三年間で学ぶ、寺尾中学校の取り組みの要と言ってもよい「洗心無言清掃」は、１１年目を

迎えました。多くの先輩が｢洗心無言清掃｣を通して「誇りと自信」を受け継いできました。今日１４４名の
新入生の皆さんにも引き継ぐべく準備が進んでいます。その証拠に、皆さんは、
すでに本校の｢洗心無言清掃｣を体験していますね。寺尾中学校の学校全体が隅々
まで磨かれ、整っているのは、全校生徒、全職員で「洗心無言清掃」を受け継い
でいるからです。今日からは、新入生の皆さんもこの一員となります。 
皆さんには頼りになる先輩がいます。色々な場面でよい手本とし、具体的な目

標としてください。 

 

転出教職員 お世話になりました。    
職名 氏 名 転出先等 
教頭 斎藤信行 川越市立霞ケ関西学校 
教諭 佐藤維子 川越市立高階西中学校 
教諭 小林智之 川越市立名細中学校 
教諭 高橋北斗 嵐山町立菅谷中学校 
教諭 綾部 睦 退職 
教諭 池田弘志 川越市立南古谷中学校 
教諭 宇津木啓太 川越市立城南中学校 
教諭 石黒潮美 神奈川県藤沢市立明治中学校  
AMT 大関達也 川越市立寺尾中学校 

AET ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾘｬｵ 

用務員 遠藤景子 任期満了 転入教職員 よろしくお願いいたします。 

職名 氏 名 前任校等 

教頭 森田和雄 日高市立武蔵台中学校 

教諭 黒川美幸 川越市立霞ケ関西中学校  

教諭 大森健太郎 川越市立野田中学校 

教諭 森 愛子 富士見市立勝瀬中学校 

教諭 倉林宣浩 所沢市立東中学校 

教諭 大良悦子 春日部市立飯沼中学校 

教諭 泉 七星 新採用 

教諭(再任用) 村田昭子 川越市立寺尾中学校 

教諭(再任用) 関井 薫 川越市立寺尾小学校 

教諭 通傳順子 川越市立霞ケ関中学校 

教諭 大関達也 川越市立寺尾中学校 

教諭 佐藤ともえ 川越市立富士見中学校 

教諭 森田善敬 新規 

拠点校指導教員  齊藤正巳 川越市立川越西中学校 

用務員 川股由臣 川越市立高階北小学校 

初任研非常勤講師 荷田弥穂 

AET ﾀﾞｳﾞｧﾝ･ﾃﾞｭﾎﾞｰｽ 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 下山晃司 

 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  

 

 

 

 

HP用のため、氏名等の掲載は 

していません。 

本年度、新採用の教諭は、初任者研修を実施す

るため、川越市立教育センター等での研修、校内

での研修を実施することと 

なっています。出張の際は、代わり 

に授業を受け持つ教員が配置されて 

います。どうぞよろしくお願いいた 

します。 

第１号 平成３１年４月８日 川越市立寺尾中学校長 福田和子 

平成３１年度当初の教職員の人事異動をお知らせします 

 

 

 

 

HP 用のため、氏名等の掲載は

していません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校  長 福田 和子 
教  頭 森田 和雄 
教務主任 三角 典子 

１年 学年主任 黒川 美幸 
１組担任 下村 武  

２組担任 泉 七星 
３組担任 森 愛子 
４組担任 大森健太郎 
副担任 山口由希子 

２年 学年主任 大河内紀行 
１組担任 倉林 宣浩 
２組担任 吉田 優志 
３組担任 庄子 克美 
副担任 通傳 順子 

３年 学年主任 新井 賢司 
１組担任 矢島 啓子 
２組担任 大良 悦子 
３組担任 江口 哲彦 
４組担任 小熊 克宜 
副担任 渡邊 学  

副担任 森田 善敬  

もみの木主任･担任 佐藤ともえ  

担任 大関 達也  

副担任 村田 昭子  

副担任 関井 薫  

拠点校指導教員 齊藤 正巳  

初任研非常勤講師 荷田 弥穂  

養護教諭 （~13：10） 田代真理子  

（13：55~） 藤澤 恵里 
県事務 溝江 弥生 
市事務 三上 秀子 
用務員 川股 由臣 

さわやか相談員 永島絵美子 
特別支援教育支援員 大澤 伸子  

図書整理員 竹内 康子 
給食手伝い員 粕谷みゆき 

鈴木奈生美 
鍵締業務員 松澤 幸子 

スクールボランチ 永田 雅子 
スクールカウンセラー 下山 晃司 
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 ４月５日(金)準備登校 

入学式・始業式の準備の様子 

＜４月の行事予定等＞ 
８日(月) 入学式・始業式 
９日(火) 対面式、教科書配布 

１０日(水) 全校ガイダンス、給食開始 
      入間地区数学学力調査 
１１日(木) 埼玉県学力・学習状況調査 
      生徒会オリエンテーション 
１２日(金) 清掃ガイダンス 
１３日(土) PTA･教育振興会新旧理事会 
１５日(月) 身体計測、生徒会専門委員会 
      安全点検日 
１６日(火) 学年朝会、Ⅰ期時間割開始 
１７日(水) おはようコール 
１８日(木) 中央委員会 

全国学力学習状況調査 
１９日(金) 全校保護者会 
２２日(月) 防災教育 
２３日(火) 生徒朝会、歯科健診、尿検査１次① 
２４日(水) 知能検査(１年)、尿検査１次② 
２５日(木) 耳鼻科検診 

生徒手帳用写真撮影 
PTA教育振興会総会､歓送迎会 

２７日(土) 土曜授業(弁当)、避難訓練(生徒) 
引き渡し訓練(14:30～15:00各教室前) 

２９日(月) 昭和の日 
３０日(火) 休日 

 

学校だより｢大地のけやき｣について 

本校の「校章」にデザインされている「けやき」

や校歌の歌い始め「大地のけやき～」など寺尾中

学校では、「けやき」がシンボルツリーとなって

います。校庭のバックネット裏の「三本のけやき」

は、校訓である「自主自律」の「学ぶ意欲」「思

いやる心」「行動する力」を象徴しています。 

 

 

 

 

HP用のため、

氏名等の掲載

は、していま

せん。 

寺尾中学校教職員の紹介 

準備登校の集会では、転入職員の紹介、部活動顧

問の発表をしました。その後、新２・３年生が新学

期に向けて洗心無言清掃での大掃除を行いました。

教室、廊下、学校中を念入りに清掃しました。その

後の入学式・始業式の式場、準備では、新入生の教

室の飾りつけ等が行われました。新２、３年生の皆

さんどうもありがとう。 


