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今年もよろしくお願いします 

校 長 三 宅 一 彦 

 

 昨年もコロナ禍で先が見通せない学校教育を進めざるを得ない１年間でした。ですが、そのよう

な状況におきましても、本校の教育にご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございました。本年も

昨年同様、よろしくお願いいたします。 

 今年も新型コロナウイルス感染防止対策を進める中の年明けでしたが、学校として、なんとか穏

やかに新しい年を迎えることができました。放送での始業式では、元プロ野球の野村監督が言った

「失敗をしたとき、なぜ人は言い訳をしたがるのか。失敗と正面から向き合いたくないからである。

失敗から逃げ出しているのだ。だから同じ失敗を繰り返す」という話しと、カナダの精神科医が言っ

た「過去と他人は変えられない。しかし自分と未来は変えられる」という話しをしました。そして

「何か失敗して、ついつい言い訳をしてしまう自分が出そうになったら、この話を思い出して、自分

の考え方を変え、失敗と正面から向き合い成長につなげ、自分の未来をつくっていって欲しい」と話

しました。 

 ３年生は、一人ひとりがいよいよ義務教育の修了を目前にして、自分なりに寺尾中学校から新し

いステージに着実に踏み出そうと、不安と期待をもちながらも、毎日精一杯に取組を進めていると

ころです。２年生は、生徒会や部活動で３年生からバトンをしっかりと引き継ぎ、寺尾中学校の代

表、顔としての活動に一生懸命取り組んでいます。また、新しい伝統を作り出そうと頑張っていま

す。そして、１年生は、中学校生活にも十分に慣れ、いよいよ先輩になる自覚が確実に芽生えてきて

います。 

生徒一人ひとりは、何事にも精一杯取り組み本当に着実に成長しており、私たち教職員一同もそ

の成長を支えるために一丸となって精一杯取り組んでいます。 

 保護者、地域の皆様方、これからもまだまだ成長途中の生徒たちを、様々な場面で温かく見守り、

支えていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 
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前会長 ３年 柳澤陸斗 
 私は、２年生の時は会計、３年生は会長として生徒会本部役員を務めさせていただきました。この
２年間は、とても楽しく、やりがいを感じられました。特に印象に残っているのは、昨年公約として
掲げ無事達成することができた「標準服改善企画」です。２年前の企画を引き継ぐ形で行ったこの企
画でしたが、全校生徒の皆さんの協力がなければ達成できませんでした。この企画は私に目的を達成
することの喜びを与えてくれました。この記憶はずっと私の心に残ると思います。２年間、支えてく
ださり本当にありがとうございました。これからも寺尾中学校がよりよくなることを願っています。 

 

前副会長 ３年 多賀糸愛結 
 私は、２年間の生徒会活動を通してより寺尾中学校の魅力を知ることができ、たくさんの生徒との
交流もできました。この２年間の中で、多くの活動をしてきましたが、すべてみなさんのおかげで成
功しました。本当にありがとうございました。生徒会本部役員としてのこの２年間は、とても貴重な
ものとなり、良い思い出です。改めて、旧生徒会のメンバーと全校生徒のみなさん、そして先生方、
２年間支えてくださりありがとうございました。 

 

前副会長 ３年 西舘優菜 
 改めて、先日はありがとうございました。私は、１年生の１月より生徒会本部役員を務めましたが、
就任した当初は右も左もわからず、先生方や先輩方からの指示を受けてようやく行動に出る、そんな
有様でした。しかし、学年が２年、３年と上がっていく中で上級生としての責任と前年の経験によっ
て力がつき、すぐに行動に移せるようになったと感じています。４月からは高校生になり、きっと今
よりも大変で忙しい日々を送ることになると思いますが、生徒会本部役員として培った経験を生かし
て活動できればと思っています。今期の生徒会役員のみなさんも、素晴らしい方々なので全校生徒の
みなさんと協力し、更によりよい学校にしてくれることを切に願っています。陰ながら応援していま
す。がんばってください。 

 

前会計 ３年 木村健吾 
 私は生徒会の活動を通して様々な経験を積むことができました。1 年生の頃は生徒会朝会や三送会
などをみたり、聞いたりするだけの立場でしたが、２年生から生徒会本部役員となり、企画側の立場
となってからは、大変だったことや、苦労したことがたくさんあったけれど、企画をやり遂げた後の
達成感を感じることができたと思います。その達成感は、生徒会活動のように責任感のある活動を通
してでなければ感じることができないことだと思います。生徒会本部役員として活動した経験を高校
でも生かしていきたいと思います。 

 

前書記 ３年 須永聖姫 
 １年間ありがとうございました。私が生徒会で一番心に残っているのは、自分が初めて生徒会のメ
ンバーとして仕事をした３年生を送る会です。初めての生徒会の仕事でとても緊張して、戸惑ってし
まうことが多かったですが、みんなが仕事を教えてくれたおかげで楽しく仕事をすることができまし
た。生徒会のみんなと過ごした日々は、とても良い思い出になり、この経験を忘れずにこれからも頑
張りたいです。 
 

 
前会計 ２年 八木巌大郎 
 昨年度、生徒会本部役員会計を務めていました。就任したはじめは、嬉しい反面、少し緊張があり
ました。しかし、先輩方や先生方のアドバイスもあり、最後まで務めることができました。私がこの
１年間で最も大変だったのは、生徒会に就任してすぐの「三送会」でした。まだ、なにをしていいの
かわからずにいた私に先輩方が優しく教えてくれました。その時、「自分もこんな先輩になりたい」と
思い、自分から行動することを心がけました。また、生徒会を経験して 1000 人をまとめる大変さを
知りました。これらの貴重な経験をこれからの学校生活や社会に出たときに生かしていきたいです。
１年間ありがとうございました。 

 

旧生徒会役員の皆さんお疲れ様でした！ 



 

新生徒会役員の皆さんこれからよろしくお願いします！ 

２学年 会長 渡邊菜摘 
この度、生徒会長になりました。渡邊菜摘です。私は１年生の時から生徒会本部役員として学校のために様々な活

動を行ってきました。たくさんのことを経験してきたため、誰よりも寺尾中学校を良いものにしたい、という気持ち

を私の公約、寺尾中独自の SDGｓに乗せ、行動に移して皆さんに届けたいと思います。 

 まだ行動の制限が多い中ですが生徒会本部の仲間達と協力して、今できることを全力で行い、生徒を誰ひとり取り

残さない、そんな素敵な学校生活を送られるように頑張ろうと思います。 

 
２学年 副会長 紺野 瞬 
 ２学年副会長を務めさせていただきます。紺野瞬です。もう一度生徒会本部役員になることができました。１年間

生徒会本部役員として仕事をしてきた、この大事な経験を活かし、これからの学校づくりに貢献していければと思い

ます。昨年度の失敗を反省に、後輩に良い姿を見せられるようにしていきたいと思います。新たに副会長という役を

やらせてもらったので会長を支えつつ、よりよい学校にする企画を進めるためにこれからがんばっていきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 
２学年 副会長 三木優純 
 生徒会副会長を務めることになりました三木優純です。私が今回掲げた公約は、寺尾中のみなさんがもっと色々な

人と関われるようにすることです。コロナ禍でたくさんの人と関われる機会が少なくなっている今、生徒会本部役員と

して多くの人と関われることのできる場面を増やしていきたいという思いのもと、この公約になりました。寺尾中のみ

なさんが今よりももっと楽しい学校生活を送れるように全力を尽くしていきます。これからよろしくお願いします。 

 

２学年 書記 永倉滉人  
 ２年生生徒会本部役員になりました、永倉滉人です。 

僕は今年度の生徒会で「意見箱」を設置し、そこに寄せられた意見・提案を取り入れ、小さなことでも実行し改善し

ていくことを公約に活動していきます。 

 初めての生徒会役員、色々なことに挑戦していきます。至らない点も多々あるかと思いますが、１年後、１人でも多

くの人が「寺中、前よりも良くなったよね。」と言ってもらえるように活動していきます。よろしくお願いします。 

 

１学年 副会長 堀井真帆 
 １年生徒会本部役員、副会長を務めさせていただきます。堀井真帆です。私は、目安箱を設置して学校生活の中で

「こうだったらいいのにな」と思ったことを気楽に声に出し、『誰一人取り残さない、みんなが過ごしやすい学校』に

していきたいです。また、最近ニュース等で目にする、いままで取り上げられなかった課題も積極的に考えていきた

いと思います。寺尾中学校は、横浜市で生徒数が１、２位という大規模校でもあり、そんな寺尾中学校だからこそ取り

組むべき課題をみつけ、取り組んでいきます。「めげない、負けない、諦めない」をモットーに明るく、楽しく取り組

んでいきたいです。これからよろしくお願いします。 

 

 

１学年 書記 樋口冬真 
こんにちは。新しく１学年生徒会書記になりました樋口冬真です。僕はこの寺尾中学校を、「生徒全員が安心して気

持ちよく来られる学校」にしたいと思っています。そのためにまずは、「気持ちよく」に注目し週に３回あいさつ運動

をしたいと思っています。 

 そして、「安心して」の部分に関しては、いじめを無くすことが重要だと思い各クラスに「いじめアンケ―ト」の実

施や生徒会へ声が通りやすくしたいと思っています。 

 これからよろしくお願いします。 

 

１学年 会計 菅 統真 
 生徒会役員、１年会計になりました、菅統真です。よろしくお願いします。 

生徒会役員になったからには、公約の通り「クロームブック」を有効活用していきます。具体的には、以前から言っ

ていた健康観察をクロームブックでする、先生・生徒に対して講習会に加え、クロームブックのルール作りや、ごみを

出さないための手紙などのデジタル化などをしていきます。 

 これからもクロームブックをより有効活用していくために、良い案を追加していく予定です。こんな風に有効活用

したら良いんじゃないかと良い案を思いついた人は教えてくれると、とても助かります。これから、クロームブック

を有効活用できるようがんばっていくのでよろしくお願いします。 

 

 

２学年 会計 三浦 美慧 
今年度、皆さんのおかげで生徒会本部役員になれました。私が公約として掲げていた「縦割り活動」、「皆さんの『遊

び心』を掴んだ活動」をしていけるよう精一杯頑張ります。しかし、今の時期だと縦割り活動といっても感染症対策を

しながら行うことになります。それでも、必ず皆さんが終わったあとに、「楽しかった！」と思えるような企画を考案

し、実行してみせます！ 

 絶対に楽しい寺尾中学校の未来へと一歩ずつ進んでいくので協力してくださるとうれしいです！１年間、よろしく

お願いします。 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月行事  ※完全下校 17:30 

 
 

「寺尾よっちょれ」校内発表会 

（1 月 20 日） 

1 火 
分散登校期間（～11 日金） 

安全の日     ※15:55一斉下校     

2 水 
専門委員会   

※17:05 完全下校 

3 木 
 

※17:30 完全下校 

4 金 
 

※15:40 一斉下校 

5 土  

6 日  

7 月 2月 11日（金）の代休 

8 火 
 

※17:30 完全下校 

9 水 
 

※17:05 完全下校 

10 木 
私立高校入試 

※15:40 一斉下校 

11 金 
昼食なし      ※12:15一斉下校 

14:00 新入生保護者説明会 

12 土 体操着販売 

13 日 体操着販売 

14 月 
パン注文休み 

※14:55 一斉下校 

15 火 
パン注文休み 

公立高校入試    ※14:55一斉下校 

16 水 
1，2 年生学年末テスト（国・保体・理） 

公立高校入試    ※11:50一斉下校 

17 木 
1，2 年生学年末テスト（英・技家・美） 

公立高校入試    ※11:35一斉下校 

18 金 

1，2 年生学年末テスト（社・数・音） 

※11:50 一斉下校 

14:00 2 年進路保護者説明会 

19 土  

20 日  

21 月 
パン注文休み ３年生宿泊行事 

 ※17:05完全下校 

22 火 
３年東京散策 

※17:30 完全下校 

23 水  

24 木 
１年職業講話 

※17:30 完全下校 

25 金 
 

※17:30 完全下校 

26 土  

27 日  

28 月 
パン注文休み ３年遠足 

※17:05 完全下校 

まん延防止等重点措置の実施期間です。 

1 月 21 日（金）～２月 13 日（日）までを適用期間
として、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づ
くまん延防止等重点措置が適用されております。 
本校においては、生徒の安全・安心な教育活動のた

めに、日々の健康観察、手洗い、マスクの正しい着用、
３密の回避、換気といった基本的な感染防止対策を講
じております。 
また、生徒が校内で体調がおもわしくなく保健室に

来た場合は、早い段階で早退をさせるようにしていま
す。 
分散登校や部活動等の対応についてもご理解とご

協力をお願いいたします。 
心配な状況が続いておりますが、ご家庭での体調管

理をよろしくお願いいたします。 

COCOO 利用のお願い 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が心配され
ている状況ですが、体調不良等で学校を欠席、遅刻等
される場合はＣＯＣＯＯの利用をお願いします。 
特に、朝の時間は学校への電話が多い状況になり、

緊急の場合の連絡が困難になることがあります。 
保護者の皆さまのご理解とご協力をお願いいたし

ます。 

11 組のみんなの熱い気

持ちが伝わりました！ 

とてもすばらしい発表で

した！ 

保護者の方にも

応援していただき

ました！ 


