
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白やぎさんからお手紙着いた 

黒やぎさんたら読まずに食べた 

仕方がないからお手紙書いた 

さっきの手紙のご用事なぁに 

♬やぎさんゆうびん♬ 

横 須 賀 市 立 衣 笠 中 学 校 

横須賀市平作２－３１－１ 

Ｔ Ｅ Ｌ  ８５３－５９９３ 

／８５３－８８０９  

編集・印刷 ＰＴＡ広報委員会 

平成２８年７月２０日発行 衣笠中学校 あすなろ２３２号 (１) 

 

 ６月１１日(土)に土曜参観が行われました。授業参観、学年

懇談会、学級懇談会、部活動見学、一日を通して学校の様子を

見ることが出来ました。今回は、学校生活の中から見えてきた

課題や、衣中のステキな出来事、普段の生活で気づかないこと

にスポットをあてて、お届けしたいと思います。みなさんに知

っていただき、みんなで考えていきたいと思います。 

どうかこの広報紙が保護者の皆様の 

お手元に届きますように。 

P  1   表紙 

P  2   学校・ＰＴＡ発行のお便り紹介 

P  3   お便りＧＥＴ大作戦 

P 4～5  土曜参観の様子 

P 6～7  恵まれた日常／先生方の努力 

P  8   委員会からのお知らせ 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ 

ペ ー ジ 紹 介 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衣笠中学校 あすなろ２３２号(２) 

手に取りページをめくっていただき 

ありがとうございます 

 広報紙「あすなろ」は、知ってもらいたいこと、

学校の様子、生徒のがんばり、みんなで考えたいこ

とを発信すべく、広報委員一同で思いを込めて作っ

ておりますが、ふと不安に思うことがあります。 

広報紙「あすなろ」を、皆さんに読んでもらえて

いるだろうか。もしかしたら「あすなろ」の存在さ

え知らない人がいるかも知れない。そう思ってしま

うのは、学校からのお便りを親に見せない子どもが

多く、困っているという話を耳にすることが多いか

らです。この状況を何とか改善できないものでしょ

うか。 
学校・ＰＴＡから発信されているお便り 

 

学校長だより   

こころね 

校長先生発行のお便りです。衣中生の様子の他にも、

校長先生が幼い頃の話、ご自身の担任の先生の話、日常

の出来事など、人間味あふれる内容が盛り沢山。まるで

日記のように、こまめに発行されています。裏面に掲載

されている写真も楽しみの一つです。「裏面が表紙です」

とおっしゃる校長先生。まさに生徒が主役の校長だより

です。年間５０回を目標にされているそうですが、この

ペースだと余裕で８０回は超えそうです。 

 

学年通信  ～ｍａｙ ｙｏｕｒ ｄｒｅａｍｓ ｂｌｏｏｍ～ 

学級通信  １組  翼あるもの 

２組  Ｂｏｎ ｖｏｙａｇｅ！ 

３組  なせばなる 

４組  真心～ｍａｇｏｋｏｒｏ～ 

 

学年通信   あおば  

学級通信   １組  ひだまり 

２組  キャッチボール 

３組  みかん 

４組  道 

 

学年通信   今を輝け 

学級通信   １組  百花繚乱 

２組  道 

３組  一心同体 

４組  ＺＥＮ 

 

 各委員会では、年間計画にそって活動をしています。行事に

よっては、事前申込みが必要なものもあります。 

「えーっ！知らなかったぁ！」「いつ配られたの？」そんな言

葉を耳にしました。皆様のお手元には届きましたか。 

＊保健委員会より 

パン・弁当試食会のお知らせ (６月９日実施) 

＊成人委員会より 

高校見学会のお知らせ (６月２０日実施) 

＊広報委員会より 

広報紙あすなろ ２３１号 (５月２７日発行) 

 職員紹介がメインの号です。お世話になる先生方の顔と

名前を知るには必需品ですよ。 

＊１０月８日(土)に開催されるＰＴＡ主催のビックイ

ベント【あすなろ祭】に向けて準備を進めています。 

夏休み明けには詳しいご案内、前売り券の申込みな

どもありますので宜しくお願いいたします。 

＊成人委員会は１１月に社会見学(バスツアー)を企画

します。お見逃しなく‼ 

ＰＴＡからのお知らせ 

養護教諭の伊藤ちひろ先生が発行しているお便りです。

心身ともに健康に過ごせるように、とても工夫して作られ

ています。７月のほけんだよりでは、薬物乱用防止につい

て、取り上げられていました。親子で共有すべき内容でし

た。また、保健室には思春期に必要な知識・情報が備わっ

ています。頼れるスポット間違いなしです。 

 

 

 

 

ほけんだより 

 



 

「うちの子、お便り出さないのよねえ・・・」 
 

 

 

 

 

  
 

  

この問題で頭を抱えている親は多いようです。特に男の子はなかなかお便りを出さない傾向にあります。もち

ろん、大半の子はきちんと出来ています。出来なければいけないことが出来ない場合、とかく目立ってしまうも

のだと思います。出さないからと言ってあきらめていませんか？出さないなら出させる努力をするのも親の務め。 

まさかの現実・・・ 
 懇談会でびっくりする話を聞きました。何と保護者宛のお便りを配った直後にゴミ箱に捨てている生徒がい

るそうです。そして、教室の床の上には配ったばかりのお便りが数枚落ちているそうです。配ったはずのお便り

は再び先生の元へ。教室でのことは先生方にお願いするしかありませんが、生徒が受け取ったお便りに関しては、

家庭でも受け取る努力が必要だと思われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衣笠中学校 あすなろ２３２号(３) 

出さないなら 出させましょう‼ 

 

それって子どもだけのせいでしょうか？ 

お弁当箱は出すのに 

どうしてお便りは 

出せないの？ 

 

 

わが家ではこうしてＧＥＴしています(実例) 

＊そっとカバンを覗いて、証拠を確認しています。見たと知れると怒る

ので、知らないふりをして、お知らせがあるのでは？と子どもに聞い

て本人に出させるようにしています。 

＊カバンの中は親が見るもの。見られて困るものは入れない。そうい

う約束で親が定期的にチェック。 

＊夕食後に「今日は学校からお知らせはないの？」と、毎日聞くように

しています。校長だよりが頻繁に発行されるせいか、全くない日は

珍しい位ですよ。 

＊家に学校からのお便りポストを設置しました。父親が回収役となり、

コルクボードへ。コルクボードから外すのは母親の役。父親に叱ら

れまいと、ポストに入れるようになりました。 

知らなかった、もらっていないでは済まされない内容のものも出てきます。特に進路に関わることとなると

重大問題です。普段から家庭あてのお知らせをきちんと届ける習慣を身につけさせないとこれからの生活に

も支障が出かねません。親子共々義務教育のうちに改善できることは改善したいですね。 



３年生の取組 グッドクラスプロジェクト 

１日の授業評価の合計

点数を２週間分集計し、授

業態度の良さを競うもの

です。良い習慣となってく

れることを期待します。 

 

 

１年生の校外学習ソレイユの丘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衣笠中学校 あすなろ２３２号(４) 

衣笠中学校土曜参観日 

１ 校 時   ８：５０～ ９：３５ 

２ 校 時   ９：４５～１０：３０ 

３ 校 時  １０：４０～１１：２５ 

学年懇談会  １１：４０～１２：１０ 

学級懇談会  １２：１０～ 

〈保護者昼食場所として図書室を開放〉 

部活動見学  １３：００～１５：００ 

学年懇談会の内容 

１年生  校外学習ソレイユの丘の様子(ビデオ) 

２年生  進路講座の様子(写真) 

３年生  修学旅行の様子(ビデオ) 

他、学習面・生活面の話 

学校や家庭では見ることの出来ない子どもたちの

表情を見ることが出来ました。 

今年の土曜参観も、学級委員さん達が早朝から受付を担当してくれました。 

受付をされた方がまず目にしたものは、生徒の下駄箱。これは１年生の下駄箱です

が、全学年全クラスがこのような状態です。見ていて気持ちがいいです。 

校舎内もキレイに掃除が行き届き、生徒と先生方のやる気が感じられました。 

チームあすなろ出動  
広報委員がカメラ片手に校内を歩き回って取材をしました。

実際に見て感じたことをご紹介します。 

 

先輩としての意気込みを感じます。 

 

もったいないプロジェクト 

生徒会が企画して古着を集め、アフリ

カ地域の植樹運動に貢献するそうです。 

小さな一歩が世界に踏み出しましたね。 
日本語に翻訳してほしいな

ぁ。 

まず目にしたものはディスプレーなみの・・・ 

掲示物からも生徒のやる気が感じられます  

参観日の朝、用務員の梶ヶ谷さんが職員

室の壁をリフォームしていました。学校

の要望に対応してくださる早さと出来栄

えには脱帽です。 

お２人とも梶ヶ谷さんですが 

ご夫婦ではありません(笑) 

女性は、かおりさんと呼ばれています。 

 

梶ヶ谷さん ＆ 梶ヶ谷さん 
職人技にあっぱれ‼ 

班ごとで活動の様子をまとめた壁新聞 

破損箇所を素早く見つけて業者顔負けの腕

前で修理してくださる用務員さん。広い敷地内

を、計画的に草むしり・枝切りなどをしてくだ

さるお陰で、校舎内外問わずとてもきれいに整

備されています。Ａ棟の教室の壁は夏休みに２

年間かけてペンキ塗りをしてくださったお陰

でとてもきれいで明るくなっています。 

お世話になっております 

 

２年生の廊下にて 

３年生が英語で世界遺産を紹介 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衣笠中学校 あすなろ２３２号(５) 

当日は２４０名の参観をいただきました。来校者数ＵＰは生徒のやる気ＵＰになります。 

表情豊かな授業を見ることが出来ました。受け身の授業で終わるこ

となく、班ごとで考えをまとめて発表する授業は、活気があふれてい

ました。放課後の部活動はさらにイキイキしています。頑張れ衣中生！ 

中学校入学から２か月ほどですが、授業中はよい意味

で緊張感があり、規律正しく真面目で立派な姿に小学生

との違いを感じ驚きました。木工室や被服室での授業は

少し入りづらいのでしょうか、廊下から遠目に参観する

人が多く、そのせいか保護者の私語が目立ったように感

じました。 

保護者の声より (１年生保護者Ｍさん) 

 保護者同士が顔を合わせるとついつい話を

したくなるものです。でも、授業は教室の中

で参観しましょう。生徒のやる気を応援する

には目で見てあげることが大切です。次回は

全保護者で静かな廊下を作りましょう。 

参観は教室内で 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

衣笠中学校 あすなろ２３２号(６) 

恵
ま
れ
た
日
常 

衣

笠

中

学

校

の 

お子さんが衣笠中学校に入学して 

良かったと感じていますか 

なかなか学校に行く機会を持てない方は、衣笠中学校がどんな学校

なのか、先生方がどのように子どもと向き合っているのかを知ること

は難しいと思います。ＰＴＡ活動に参加していても、気づかないこと

があります。あたりまえに感じていることが、実はすごいことで、と

ても恵まれていることだと感じた出来事をご紹介させていただきま

す。みなさんで共有することで、今までとは違った目線で学校を見る

ことができ、安心して子どもを送り出すことができるはずです。今ま

での毎日が特別な毎日だったと認識することで、これからの毎日がさ

らに良くなることと思います。 

 

修学旅行のエピソード   

 

 「日曜日の早朝から、引率する先生方だけではなく、１，２年生の先生や前校長

の樋口先生までもが見送りに来て下さいました。その人数の多さにも驚きました

が、見送りの先生方が手作りの横断幕を用意してくださっていて、その横断幕には

リンゴやニンニクの絵とともに、心温まるメッセージが書かれていました。こんな

にたくさんの先生方が、心のこもった横断幕を振って見送ってくださるなんて、何

て幸せな子ども達なのだろうと思ったら涙が出てしまいました。」    

  
衣笠中学校の修学旅行では、毎年恒例のように、ほとんどの先生方が見送りに出てくださいます。他の学校を経験した先生

にお聞きしても、これだけ見送りに出る学校はないそうです。修学旅行に参加しない生徒が２０名近くいる学校もある中、ほ

ぼ全員が参加し、同じ思い出を作ることができるのは、先生方の日頃の努力があってこそ。何年前になるでしょうか。衣笠中

学校でも長期欠席者が１学年に２０名ほどいた時代がありました。何とかしなければと、学年主任の先生を中心に先生方が根

気よく生徒に向き合い、生徒みんなの顔が見える学年に変わりました。平成２７年度の卒業証書授与式には、卒業生全員が揃

って参加することができました。今、立ち止まっている生徒がいたとしても、衣中の先生方なら時間をかけて向き合い、感動

的な修学旅行や卒業式を体験させてくださることでしょう。そんな先生方の見えない努力が感じられるお見送りでした。 

～温かさに溢れ その気持ちが嬉しくて～ 

修学旅行フォトギャラリー 

（出発の見送りに行かれた保護者Ｔさんから、心温まる話と写真を提供いただきました。） 

手作り横断幕の１枚を紹介します 



衣中の先生方の朝は早い 

先生方に休憩時間はない 

若い先生方の朝はさらに早い 

生徒指導は同じ目線 

休 日 返 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衣笠中学校 あすなろ２３２号(７) 

Ｔ 

 ＰＴＡのＴ は『ｔｅａｃｈｅｒ』です。 

Ｔ は仕事だからと思われがちですが、仕事と

はいえがんばっているなぁと思うことがあり

ます。そんな衣笠中学校の先生方にスポットを

当ててみました。 

  

７時４０分にはほとんどの先生方が出勤しています。 

学年主任の先生は７時３０分には出勤し、校長先生、教頭

先生にいたっては、さらに早い時間に出勤しています。し

かし職員室にはほとんど人がいないそうです。朝出勤した

ら、まず自分の教室に行き、生徒たちが今日一日気持ち良

く生活できるように教室の整備をしているからです。 

休憩時間にあたる昼休みにも、職員室にはほとん

どの先生がいません。学年のフロアで生徒たちとコ

ミュニケーションをとっているからです。 

若い先生方は、７時過ぎから出勤しだし、自主的に

職員室の清掃をしています。また、７時３０分より学

校周辺を曜日ごとに当番を決めて清掃活動を実施し

ています。地域の方からも声をかけていただき、良い

関係性を築いております。平成生まれの先生方に昭和

を感じました。 

部活動によっては朝練習があります。各顧問の先生

方は着替えて部活動に参加し、授業に向かう時には、

朝の忙しい時間帯の中、また、着替えてきちんとした

服装で授業を行っています。 
掲 示 物 へ の 思 い 

廊下には生徒の作品が多く掲示されており、活動の

様子がうかがえます。教室内の掲示においては余計な

ものがなく、全校統一してすっきりしたものになって

おり、貼り方もきちっとしていて、見ていて気持ちが

良いです。職員室前には部活動で結果を出した生徒を

讃える掲示が増え続けています。職員室の前を通るの

が楽しみです。 

服装から真剣さを感じる 

研修を積んで授業に生かす 

 どの先生も年１回は必ず教育委員会の指導主事の力

を借りて研究授業を実施しています。それとは別に、

外部の講師に教科の研修会を年６回、道徳の研修会を

年２回実施しています。また、自主的な活動として、

中堅教師が中心となり、経験の浅い教師のために学習

会を月１回実施しているそうです。外部からの参加者

もあり毎回２０名ほどが参加しているとのこと。先生

方も陰ながら勉強しているんですね。 

 日常において、先生方の口調が「お前、何をしている

んだ！」ではなく、「どうしたの？」と、生徒に寄り添う

姿勢の指導がされています。たまに熱くなり口調が荒く

なる時もあるかもしれませんが、それは非日常の姿。 

また、生徒指導、ＡＥＤの使用、携帯電話等の研修も生

徒の安全や生徒に寄り添うために実施されています。 

土曜、日曜の部活動も活発に実施されています。職員室

も平日と変わらないくらい先生方が出勤しているそうで

す。こんな状況で文句を言う人がいないのは、生徒に対し

て前向きで、心の温かい先生方が多いからでしょう。 

 衣笠中学校はどの学年も、学年主任のリーダーシップのもと、とても良くまとまってい

ます。先生方のチームワークの良さは、修学旅行の見送りでもわかっていただけたと思い

ます。現在衣笠中学校の先生方に４０代がいないことを皆さんはご存知ですか。若い先生

の経験不足は仕方のないこと。でも、それを補って余りある熱意があります。前向きで一生

懸命さを感じます。これだけ頑張ってくれている先生方を信じて、Ｐとしてできる事をや

っていきましょう。どうか、この恵まれた日常がこれからも続きますように。 



 

 

 

 

 

 

 

♬やぎさんゆうびん♬ 

衣笠中学校 あすなろ２３２号(８) 

保健委員会より   パン・弁当試食会 ６月９日(木)開催 

 当日は２６名の保護者の方と養護教諭の伊藤ちひろ先生にご参加いただきました。

和やかに試食した後に、伊藤ちひろ先生から「思春期」についてお話いただきました。

特に男の子についての話はとても興味深いものでした。 

 

成人委員会より  高校見学会 ６月２０日(月)開催 

 保護者４５名と守谷校長先生と参加した今年度の高校見学会は、逗子高校、逗葉高校、追浜高

校の県立三校をバスで回りました。訪れた高校では、生徒の授業風景を見ることが出来ました。 

わが子が通う姿を想像しながら見ていた方もいたことでしょう。 

＊逗子高校は創立９５年を迎え、１００年を目指している歴史ある学校です。 

逗子高校の校長先生が自ら校歌をアカペラで歌ってくださいました。 

＊逗葉高校は山の上に位置するだけあり、緑に囲まれた眺めの良い学校でした。 

昼食は逗葉高校で、生徒が普段購入するお弁当をいただきました。 

＊追浜高校は校舎の改修工事を済ませ、とてもキレイに整備され、窓枠などに木が取り入れら

れており自然美が感じられる校舎内でした。 

  

  

 

 

逗葉高校での食事風景 

ハンバーグ弁当 

制服リサイクル 

 あすなろ祭にて制服リサイクルを開催

します。成長期の今、買いなおす前に、

ぜひお立ち寄り下さい。ご提供いただい

た皆様、ありがとうございました。 

 

校外委員会より 

  パトロールは夏本番 

今年度の三校合同パトロールは、すでに２回が雨天のため

中止となりました。校外委員としては、やる気はあるのに活

動の場がない状態が続いておりましたが、本格的な夏の到来

とともに、先生方と連携した地域の盆踊りのパトロールなど、

活動が増えて参ります。極秘パトロールも検討中です。 

今後は地域を意識して  

中学校に比べると、安全面に重点を置いた活動が多い小学

校は活動内容も多岐にわたります。通学路は小中共有するも

のですので、小学校をサポートする活動ができないだろう

か？と考えています。地域の子として小中学校が協力し合え

る体制を皆さんで考え作っていきたいと思います。 

学級委員会より 

反省を生かします 

 学級委員会は毎月一回、学年主任の先生方と教頭先生を

招いて定例会を実施しています。学級懇談会での話を、学

級、学年を超えて学校全体で共有し合います。問題点や疑

問に思うことを井戸端会議で終わらせることなく、正しい

情報として発信できるようにするのが学級委員会です。 

 土曜参観では昨年度の反省を生かして、Ａ棟とＢ棟の２

か所で受付をしました。来年度はさらに充実した土曜参観

となるよう取り組みます。 

 ＊あすなろ祭では、カレーを担当します。 

＊あすなろ祭では、ストラックアウト・ドリンクを担当します。 

＊あすなろ祭では、体力測定・お花の販売を担当します。 

 

＊あすなろ祭では、揚げパスタ・スープを担当します。 

広報委員会より 

  感じたことを大切に伝えたい 

あすなろ２３２号はいかがでしたでしょうか。次号２３３

号では、体育祭を中心にお届けします。そして思春期について

考えてみたいと思います。(１１月１９日発行予定) 

＊あすなろ祭では、焼きそば、カップフランクを担当します。 

＊今年から、あすなろ祭のポスターは広報委員会で製作します。 

運営委員会では、１０月８日(土)開催のあすなろ祭に向けて、 

着々と準備を進めています。（メニューは変更になる場合があります） 

＊衣中の校章が焼き印された今川焼を販売。 

＊青少年育成活動地域連絡会の皆様の出店により焼き鳥を販売。 

 

あすなろ祭 その他メニュー 


