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相武台の空といちょう並木
校 長 小 泉 勉

師走に入ってからも小春日和が続き、朝日を受けて黄金色に輝くいちょう並木が登校す
し わす こ はる び より こ が ね

る生徒達を温かく迎え、「おはよう」と声をかけると明るいあいさつが返ってきて、心が
ほっこりする今日この頃です。

心と心がつながり、心通い合う２学期が育むもの
はぐ

先月２３日に行った本校の伝統的行事「ふれあいＷＡＩ！」も２０年目を迎え、地域や

上級学校、本校ＰＴＡの温かい協力を得て、地域とつながり、地域に開く学校としての目

的を達成できたと感じています。また、２年生が主体となり本行事を運営できたことも大

きな成果として捉えています。多くの方々のご支援に心から感謝申し上げます。
とら

その他にも１年生では自然の村野外体験教室を行い、校内では、第４４期生徒会がスタ

ートして新たな生徒会活動が始まりつつあります。

この一つ一つの活動の中で、生徒達は頼もしく成長していきます。それは、新たなこと
たの

にチャレンジし、その過程で生まれる大小の課題に果敢に立ち向かうことを通して、仲間
か かん

との連帯感や成し遂げることができた充実感だけでなく失敗した経験も含めて、将来社会
な と

と関わりこれからの社会を担う資質が形作られていっているからです。その成長を 促 す
にな し しつ うなが

のは、私たち大人が、一人一人の生徒の頑張りを褒め、認めて
ほ

いってあげることだと思います。

学びに向かうということ
先月、相模原青 陵 高校の授業参観に行きました。当然のこと学習内容も高度になり、

せいりよう

先生の講義内容を生徒さん達が真面目にノートをとっている姿があり、落ち着いている印
ま じ め

象を受けました。しかしながら、つぶさに見ると何人か机にうつ伏してしまっている生徒
ふ

さん達も見受けられました。また、別に高校で教えている先生にその話をすると、指定校

推薦等で進路が決まってしまった生徒や部活動がメインで在籍している生徒など、授業中
すいせん

にうつ伏してしまうのは仕方がないとの話も聞きました。

もしかしたら、「将来の自分のため」が、「成績のため」「受験のため」にすり替えられ
か

てしまっているのではと心配になります。 それは、周りの大人達の責任でもあると思い

ます。そのことをきちんと捉えて、教育活動をしていかなくてはと実感した一コマでした。
とら

さて、本校の生徒はどうでしょうか。ご自分のお子様はどうですか。「もっと学びたい。」

「学ぶことが楽しい。」「あきらめず取り組んでできるようになった喜び」そういう「学

び」をめざして学校は動いています。
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『切磋琢磨～ｕｎｉｔｅ ｆｏｒ ｆｕｎ～』の２日間
～ 野外体験教室（若あゆ）を終えて ～

野外体験教室担当 池上 典子

１１月１９日から１年生は、相模川自然の村「ビレッジ

若あゆ」へ１泊２日の宿泊体験に行ってきました。今年か

ら１泊の宿泊体験となりましたが、充実した時間を過ごす

ことができました。

１日目は天気が心配されましたが、生徒のパワーが雨雲

を吹き飛ばしたのか、雨に降られることなく過ごすことが

できました。お陰様でそれぞれが達成感のある体験学習と

して存分に楽しむことができました。秋風を感じながら走

り抜けたマウンテンバイク、自然の色の美しさに感動した

染め物、自分で作った弓矢を使った時の感激、自分らしい形に仕上がった陶芸、日本の伝

統に触れたうどん作りなど、どれも学校では体験できない活動に生徒の目も輝いていまし

た。夜にはキャンドルファイヤーで今回の若あゆのテーマである、「切磋琢磨」、互いに

磨き合うことで輝くというスローガンの通り、各クラスのスタンツなどを通して、盛り上

がることができました。「協力することで、楽しめる」というサブタイトル「ｕｎｉｔｅ

ｆｏｒ ｆｕｎ」を実感していました。

最終日、晴天の中、野外炊事に取り組み、どのグループも「自分達らしい協力のスパイ

ス」を加え、味のあるカレーを仕上げることができました。薪で炊きあげた釜のご飯はあ

っという間になくなりました。片づける場面でも釜を最後まできれいに磨き上げ、若あゆ

担当の先生からもお褒めの言葉を頂くことができました。

この２日間の体験を通して、学級、学年の輪も深まり、また１つ中学生として成長でき

た有意義な時間にできたと思います。

運営側にまわることの大変さと感謝
～ふれあいＷＡＩ！の運営を通して～

ふれあいＷＡＩ！担当 齋藤 明宏

今年も無事、ふれあいＷＡＩ！が終了しました。多くの方に

支えられ、感謝でいっぱいの気持ちで終われたことにホッとし

ています。講師の方々、ステージ発表を行ってくれた光明学園

の高校生の皆さん、ＰＴＡの方々、本当にありがとうございま

した。そして、ふれあいＷＡＩ！の運営をとてもよく頑張った

２年生にとって、お客さんのような受け身の立場でなく、運営

する側の立場に立った時の大変さは、貴重な経験になったと思

います。学校の中だけでなく、何気なく参加しているものはす

べて、スタッフという立場の人たちが事前に、会議を繰り返し、準備を重ね、トラブルに

対処するなどしながら行ってきました。この経験は、何事に

も参加するときに、運営側の人の立場で、物事を見れるよう

になると思います。自然と感謝の気持ちが生まれるのではな

いでしょうか。昨年度の運営者の３年生からも、多くのねぎ

らいの言葉が反省用紙からあり、実行委員は特に喜んでいま

した。反省事項は反省事項として生かし、１年生にしっかり

と引き継げるよう事後の活動もしっかりとやっていこうと思

います。

 

キャンドルファイヤー 

 

うどんづくり 

 

マウンテンバイク 

 

スタンツ 
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立ち会い演説会を終えて
生徒会担当 増井 啓示

１０月２４日（水）に第４４期の生徒会本部を決める選挙

が行われました。立候者と応援責任者はともに朝の学級訪問

の時間に各クラスを周り、熱い思いをアピールしてきました。

当日はそれぞれが相武台中学校をよりよくしたいという思い

であふれた素晴らしい演説を行いました。ただよくしたいと

いう漠然とした思いではなく、意見ＢＯＸの活用や全校評議

会の活発化など、具体的な方策や思いを語ってくれました。

演説を聴いている生徒も静かに集中して聞いている様子がう

かがえました。翌日の２５日に新生徒会本部が告示され、新たな５名の生徒会本部役員が

決まりました。この５名を中心に全校生徒の力で明るく輝く相

武台中学校を創っていきたいものです。

また、当日に向けて、選挙管理委員会が放課後等の時間を使

って準備を進めてくれました。選挙管理委員会の頑張りもあり、

無効票は例年に比べてとても少ない結果となりました。学校全

体で生徒会本部を応援しつつ、一人ひとりが学校のために何が

できるかを考えながら活動できる学校を目指します。

学びの公開授業・深まった学級懇談会
岩堀 洋一

１０月２５日（木）授業公開・学級懇談会が行われました。

秋晴れの温かい日和の中、多くの保護者の方々に、授業公開

をご覧いただき、どうもありがとうございました。公開授業

終了後、いくつかのアンケートをいただきましたので、紹介

させていただきます。

○国語の授業を参観させて頂きました。班での話し合いか

ら発表と、とても集中している様に感じました。授業をとお

し、いろいろな考えを持ち、伝え合える事は、とても良い事

だと思います。１年生の時より落ち着きが見られました。

○国語の先生の説明、段取りが素晴らしく思います。そし

て、青空の先生方々が愛情いっぱいに教えている姿が、うれ

しく思います。

また、公開授業の後は、今多くの学校で問題となっている

「子どもたちのＳＮＳの利用について」、資料を用いて、学級

懇談会がもたれ、有益な話し合いが行われました。

３学期も、土曜日を利用し、授業公開・学級懇談会を予定

しております。多くの保護者のご参加をお待ちしております。

燃えた！ ＰＴＡ親睦ビーチボールバレー大会
岩堀 洋一

１１月１０日（土）、相武台中学校の体育館で、ＰＴＡの各

委員会チーム対抗で、ビーチボールバレー大会を行いました。

学区内の小学校ＰＴＡのチームや、ＰＴＡのＯＢチームに、教

職員も混じる中で、楽しいひとときを過ごすことができました。

結果は、優勝がＰＴＡのＯＢチーム、準優勝はＰＴＡの現本

部チームとチームワークの強さを見せつけました。

来年度もまた、計画していきたいと思っておりますので、多

くの参加をお待ちしております。
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リズム オブ アフリカ ～青空までとどけ～
～ 相武台中学校区 合同学芸会 ～ 青空級担任 武田 直志

１１月１日（木）に緑台小学校体育館において、緑台小学校、もえぎ台小学校、相武台
中学校の３校による、合同学芸会が開催されました。青空学級は、合唱コンクールで発表
した太鼓とダンスに磨きをかけ、新曲を含めた２曲を披露しました。心躍るリズムに合わ
せて、息ぴったりの演奏とダンスをすることができました。
発表の後半には、小学生の友だちも一緒にダンスを踊りま
した。一生懸命練習してきた成果が発揮できた、素晴らし
い発表になりました。会の終わりの感想発表では、「演奏
前は緊張したけれど、うまくできてよかったです！」、「ダ
ンス、頑張りました！」と参加者全員の前で堂々と発表す
ることができました。今年度も笑顔いっぱいの素敵な会に
なりました。

部活動の成果
【卓球部】

相模原市中学校秋季体育大会・女子１年の部（１０月２１日）
個人 ５位 森井 亜希さん
ベスト１６ 伊藤 ゆいさん、小野寺 姫菜さん

【陸上競技部】
相模原市中学校秋季体育大会・陸上競技の部（１０月２８日）
男女総合４位、女子総合５位
＜男子の部＞

共通２００Ｍ ２位 池田 悠樹さん
１年１００Ｍﾊｰﾄﾞﾙ ２位 髙野 友貴さん
共通走り高跳び ４位 幸田 幹太さん
共通走り幅跳び ４位 小俣 春斗さん

＜女子の部＞
１年１００Ｍ ７位 江﨑 真仲さん
２年１００Ｍ ２位 三枝 由菜さん
共通２００Ｍ ６位 ウィリアムズ アナイラさん
共通走り高跳び ４位 鈴木 結愛さん ８位 小畑 萌さん
共通走り幅跳び １位 若杉 結衣さん
４００Ｍリレー ３位 江﨑 真仲さん・三枝 由菜さん・若杉 結衣さん・

ウィリアムズ アナイラさん
【バレーボール部】

相模原市中学校秋季体育大会 優勝（１１月３日）
【ソフトテニス部 女子】

相模原市内中学生ソフトテニス選手権大会 ３位（１１月２５日）
吉武 美玲さん ・ 鈴木 朝陽さん ペア

【その他】 税についての作文
相模原市租税教育推進協議会 会長賞 笹原 寧音さん
相模原税務署管内納税貯蓄組合連合会 佳作 谷口 彩菜さん

１２月の予定

５日（水） 評議専門委員会

６日（木） 学校保健委員会

７日（金） 学校評価アンケート（保護者）回収〆切

生活改善出前講座（２学年）

１２日（水） 全校評議会

１３日（木） ２学期個別面談（１年）、部活動再登校１５：２０

１４日（金） ２学期個別面談（１・２・３年）、部活動再登校１４：３０

１７日（月） ２学期個別面談（１・２・３年）、諸活動なし

１８日（火） ２学期個別面談（１・２年）、部活動再登校１５：４０

１９日（水） ２学期個別面談（１・２年）、部活動再登校１４：４５

２０日（木） 学年集会

２１日（金） ２学期終業式、一斉下校、諸活動なし


