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◇新入生対象体育着採寸について

（１）日 時 令和２年２月２日（日） １０：３０～１２：００

（２）場 所 相陽中学校体育館

（３）内 容 体育着の採寸と注文

（４）持ち物 筆記用具、代金（資料を参照してください。）

電車通学予定者は、「通学証明書発行申込用紙」

自転車通学予定者は、「自転車通学届」用紙

※通学証明書発行申込用紙と自転車通学届はこの冊子に入っています

注）当日、大雪警報などの「警報」が出ている場合には延期といたします。

日程については、小学校や学校ＨＰを通じてあらためてご連絡致します。

◇入学式について

（１）期 日 令和２年４月６日（月）

受 付 １２：４０～ 開 会 １３：３０

（２）会 場 相陽中学校体育館

（３）日 程 受 付 １２：４０ ～ １３：００

入学式 １３：３０ ～ １４：３０

学級指導 １４：５０ ～ １５：３０

保護者会 １４：５５ ～ １５：２５

体育着引き渡し １５：２５ ～

（４）当日の連絡

① 教育委員会からの「入学通知書」を必ず持参してください。

（必要事項は、事前に記入しておいてください。）

② 新入生は保護者と一緒に来校してください。

③ 受付で、入学通知書を提出してください。（確認後返却いたします）

受付が終わりましたら、

・新入生は、案内（係生徒）に従って昇降口から教室へ入ってください。

・保護者の方は、体育館玄関から体育館に入ってください。

④ 自家用車での来校は、ご遠慮ください。（駐車場はありません）

⑤ 持ち物

新入生・・・筆記用具、上履き、カバン（諸通知を配付します）

防災ずきん

保護者・・・入学通知書、上履き、体育着の申し込み書の控え

※入学式終了後、体育着の引き渡しがあります
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◇学校概要
新学校制度施行後の昭和２４年に、前身である新磯中学校と麻溝中学校が創立され、

２年後の昭和２６年に両校が統合し、相陽中学校として開校された。西方に丹沢の山々

が広がる相模原台地の下段に位置しており、眼下に流れる相模川に沿って豊かな自然が

残る。相模の大凧、帆掛け舟、勝坂遺跡等の文化遺産も多く、相模原ギオンスタジアム

をはじめとした公共施設にも近い。圏央道・愛川相模原ＩＣにも近く、観光、文化、産

業面でも将来性が期待される地域である。

本校は学区が大変広く、相模線を利用した電車通学や自転車通学も許可している。ま

た、近年区画整理が進み、生徒数も創立当時に比べ飛躍的に多くなってきた。学区内で

は児童数の急増に対処するため、平成１４年４月に夢の丘小学校が新設され、麻溝小学

校、新磯小学校を合わせた３つの小学校から生徒は通学している。生徒数、教職員数で

も、学校の敷地面積、学区の面積等においても、市内有数の大規模校である。

創設 昭和２６年４月１日（昭和２４年開校の旧新磯中学校、麻溝中学校が統合する）

学区内小学校 新磯小学校 麻溝小学校 夢の丘小学校（田名中と半数に分かれる）

教職員 校長 小林 知昭 副校長 鈴木 成之 福井 学

総括教諭８名 教諭４７名 総括養護教諭１名 養護教諭１名 事務２名

学校技能員３名

その他の職員

介助員４名 図書整理員１名 スクールサポートスタッフ１名

その他（ＡＬＴ１名 支援教育支援員２名 青少年教育カウンセラー２名）

計７６名

生徒数 １学年（男１４６名 女１１９名 計２６５名 ７学級）

２学年（男１６２名 女１４３名 計３０５名 ８学級）

３学年（男１３６名 女１４６名 計２８２名 ８学級）

※特別支援学級 ２４名 ４学級を含む

合計 男子４５５名 女子４２１名 計８７６名 ２７学級

令和元年１２月現在
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◇学校教育目標
「心ゆたかで主体的に行動できる生徒の育成」 ～意欲・判断・表現・共生～

めざす学校像

○教職員と生徒がともに活動する意欲と活気に満ちた学校

○人間尊重の精神を基盤に据えた安全で安心な学校

○保護者・地域から信頼される学校

めざす生徒像

○意欲的に学ぶ生徒

○正しく判断し、行動する生徒

○思いや考えを適切に表現する生徒

○互いに尊重しあう生徒

学校経営の考え ～ＰＤＣＡを活かし、常に挑戦する姿勢を持つ～

令和元年度重点目標

・基礎・基本の定着を図り、学ぶ意欲と学力の向上を図る。

・生徒の主体的な活動を広げ、自己肯定感を育む。

目標実現のための教師の基本姿勢

○生徒一人ひとりに寄り添い、生徒の良さを認め伸ばす。

○生徒の安全と安心を守り、全員が自己有用感を持てる風土を築く。

◇校内研究の取り組み
本年度における研究の重点

『きく・書く・話す』の力を向上させることにより、他の人の考えをより理解し、

自らの考えを深め、表現する力の育成を図るとともに生徒の主体的な活動を積極的

に取り入れるよう授業改善に取り組み、基礎基本の定着を図り、学ぶ意欲の向上を

めざす

教育課程概要 日課表
教科 1年 2年 3年 区 分 時 程 部活動時間

国語 ４ ４ ３ 朝学活 8:30~ 8:40 朝練習 7:30～8:10
社会 ３ ３ ４ １校時 8:50~ 9:40 （月曜日はなし）

数学 ４ ３ ４ ２校時 9:50~10:40 放課後練習

理科 ３ ４ ４ ３校時 10:50~11:40 活動終了 最終下校

音楽 1.3 １ １ ４校時 11:50~12:40 17:45 18:00
美術 1.3 １ １ 昼 食 12:50~13:05 9/1～22、3月

技術・家庭 ２ ２ １ 昼休み 13:05~13:25 17:15 17:30
保健体育 ３ ３ ３ ５校時 13:30~14:20 10/1～15、２月

英語 ４ ４ ４ ６校時 14:30~15:20 17:00 17:15
道徳 １ １ １ 清 掃 水14:25~14:40 金15:25~15:40 1016～11/5、１月

学活 １ １ １ 短学活 月火木 15:25~15:40 16:45 17:00
総合 1.4 ２ ２ 水 14:45~15:00 金 15:45~16:00 11/6～11/30

合計 29 29 29 一般下校 月火木 15:50 水 15:10 金 16:10 16:30 16:45
数学１・２年はティーム・ティーチング 放課後 月：諸活動なし（全校一斉下校） 1２月

英語２年は少人数授業 火～金：生徒会・学級活動あり 16:15 16:30

相陽祭体育部門（大縄跳び）

話し合いによる作品作り（美術科）
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◇生徒会と部活動
生徒の活躍の場として生徒会活動や部活動を行っています。

○生徒会････全校生徒が会員です。

○生徒会本部････生徒会活動の運営を行います。選挙で選ばれた役員（会長・副会長・

書記）と面接試験で決まる運営委員とで構成されます。

○各委員会････各学年生徒会，歌声（合唱部門実行を兼ねる），環境，保健，

福祉ボランティア，新聞，放送，体育部門実行，選挙管理

○部活動････15の部活動があります。
軟式野球・ソフトボール・サッカー・剣道・柔道・卓球・水泳・

ソフトテニス・バレーボール・バスケットボール・陸上競技・

演劇・吹奏楽・美術・科学
※現在ソフトボールは女子のみ、サッカーは男子のみ在籍

◇主な行事（令和元年度）
月 主な行事 （学年）

４ 始業式・着任式・入学式 安全講習会（自転車通学者） 授業参観・保護者会

教育相談 避難訓練 全国学力学習状況調査（3） 学力診断テスト（1・2）
定期健康診断４月~５月実施 地区別集会

５ 開校記念日 小中合同引渡訓練（1） 授業参観・ＰＴＡ総会・部活動保護者会

演劇教室（1） 生徒総会 あふりね講習会

６ 除草作業 自然の村野外体験教室（若あゆ）（1） 社会科見学（鎌倉方面）（2）
学力診断テスト（3） 相陽祭総合開祭式 修学旅行（京都・奈良方面）（3）
定期試験①

７ 進路保護者会（3） 高校見学会（PTA） 全校集会 三者面談 終業式

夏休み学習会

８ 夏休み学習会 始業式 地区別下校訓練

９ 授業参観 学習診断テスト（3） 学年合唱交流会

10 相陽祭合唱部門 除草作業 定期試験② 相陽祭体育部門・総合閉祭式

進路面談（3） 教育相談 生徒会役員選挙

11 避難訓練 定期試験③ 進路面談（3） 職場体験事前訪問（2） 福祉体験（1）
12 ｽｹｱｰﾄﾞｽﾄﾚｲﾄ交通安全講習 全校集会 三者面談（1･2） 避難訓練 終業式

１ 始業式 職場体験（2） 学校保健安全委員会

２ 授業参観・学級懇談会（1･2） 定期試験④

３ 球技大会（各学年） 卒業式 修了式 離退任式

◇本校の特色
○広がる歌声活動

昭和62年、新たな学校づくりの一環として生徒会が作り上げた組曲「あふりね」を

今も歌い続けている。

生徒会、歌声委員会が中心となり毎週火曜日の帰りの会には校舎内に歌声が響き、

「歌声の相陽」という自覚と誇りを持って生徒たちは取り組んでいる。短学活や交流

会で練習し、集会や行事等で発表している。

○盛んな部活動

運動部では、多くの部活動が県大会や関東大会を経験し、目的を持って日々の練習

に励んでいる。また、吹奏楽部や演劇部は地域行事での発表も多く、地域との交流が

盛んである。科学部は小学生を対象とした実験教室や地域ボランティアに積極的に取

り組んでいる。

○潤いのある学校

周囲は緑に囲まれ正門から見えるあふりねは、四季折々の姿を見せる。中庭にある

大きな池に滝の水音が広がり、鯉が泳ぎ鳥が憩う自然豊かな環境も学校の財産である。
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◇アクセス
○相模線下溝駅より徒歩１０分

○小田急線相武台前駅より

「台１４」原当麻行き バス２０分

相陽中学校前下車 徒歩３分

組 曲 「 あ ふ り ね 」
相陽中学校生徒会 作詞・作曲／林 梓 補作・編曲

全５部曲

第１部「願いをこめて」

※清き川面に 光遊ぶ 永遠の流れを 見下ろして
紫のあふりねは 今 目覚める 風健やかに 桑の葉をひるがえし
人穏やかに 微笑をかわす

この土地を 縄文の世から 人々は愛し 住み付いてきた
豊かな実り 生きる喜び 木造の 小さな校舎を
人々は建てた 相模原の 太陽となれと 相陽と名づけた

この林 切り開こう この土地を 掘り起こそう
生きる喜び 豊かな実り 人々の 願い込め
人々は建てた 相模原の 太陽になれと 相陽と名づけた

※フレーズ繰り返し

相模原市立相陽中学校
〒252-0327 相模原市南区磯部1540

TEL 042-778-0330 FAX 042-777-0804

ホームページ http://www.sagamihara-soyo-j.ed.jp/

ダンスバトル（若あゆレク）

第３学年学年合唱（相陽祭合唱部門）

学期末大掃除
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◇中学校の学習について
（１）教科担任制について

教科毎に専門の先生から授業を受けますので、９教科１０人の先生に教わることになり

ます。それぞれ個性がありますので、しばらくは戸惑いがあると思います。しかし、様々

な先生とのふれあいは小学校にない成長につながります。興味関心を広げたり深めたりす

るためにも、専門性の高い先生から学ぶことは有意義です。中学校では、小学校以上に自

分の特性を見つけ伸ばせるチャンスがあることを楽しみにして頂きたいです。

（２）学習内容について 小学校と中学校の教科･領域

中学校で新たに学習する教科はありません。教科の名称が 小学校 中学校

変わるものはあります。（右表） 1 国語 →

より専門性が高まり内容も難しくなりますが、一気に変わ 2 社会 社会（地理・歴史・公民）

るわけではありませんから、やる前から大変だと心配するこ 3 算数 数学

とはありません。どの教科も積み上げです。これまで以上に 4 理科 →

復習に時間をかけて確実に理解する必要があります。 5 音楽 →

6 図画工作 美術/技術・家庭

（３）部活動との両立について 7 家庭 技術･家庭

中学生になるとほとんどの生徒が部活動に参加します。 8 体育 保健体育

５月の連休明けあたりから１年生も本格的に練習に参加し 9 外国語（英語） →

ます。下校時刻が６時ですから、帰宅時刻も小学校と比べ 10 道徳 →

てだいぶ遅くなります。この後、勉強することは大変であ 11 総合的な学習の時間 →

ることに違いありませんが、毎日学習する習慣を身につけ 12 特別活動 →

てください。

部活動は「好きなこと」ですから、その分家庭での楽しみ（テレビやゲーム等）は我慢

する必要があります。やるべきことを優先し、残りの時間で楽しみを持つという、将来に

必要な生活の仕方を身につけてもらいたいです。最初は体力的に辛いものがあります。徐

々に慣れていきますので、毎日続けられるように生活のリズムを確立してください。

（４）本校がめざしている学習指導について

○学習意欲の育成と向上

生徒の興味関心を高めるため、多様な学習形態や学習活動を導入します。

○基礎・基本の定着

学習規律の確立が何より大切と考え、授業に向かうルールの徹底をはかります。

その上で、学習のねらいを明確にし、学習の振り返りを行うなど、家庭学習を含めた、

自分で学習していく力の育成と向上をめざします。テスト前には補習時間を設定して生

徒の課題克服を支援します。また、学年毎の特設学習会も行っています。

○言語活動を通した思考力・表現力・判断力の育成と向上

教科、総合の時間などを通して、考える力を育む取り組みにも力を入れます。

（５）中学校に入学するまでに取り組んで欲しいこと

中学校では、生活のリズムを整え、家庭学習にあてる時間を確保し、自分で学習する習

慣を身につけることが大事です。また、小学校で学習した内容を基本に学習を広げていく

ので、国語の漢字、算数の四則計算（小数、分数）、社会の都道府県名や地図記号、理科

の実験器具の名称や使い方、アルファベットの読み書きなどを優先して復習をしておいて

ください。入学直後に小学校での基礎が身についているかテストをします。

この他、興味ある新聞記事を読むことや読書をすることも、中学校での学習に役立ちま

す。

文房具類は、最初の授業で指示がありますので、それから準備するようにしてください。

（メモ帳、筆記用具は準備しておいてください。）
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◇学校支援ボランティア協力のお願い

本校では保護者の皆さまのご協力をいただき、「学校支援ボランティア」として学校の教育

環境整備や生徒とのふれ合い活動を実施しております。お子さまの健やかな成長と本校の教育

活動の推進のためには保護者の皆さまのご理解とご協力が欠かせないものと考えています。

つきましては、「学校支援ボランティア」活動へのご協力をお願いいたします。なお、今年

度の例を次に載せましたが、詳細につきましては、令和２年４月の通知および保護者会にてご

案内させていただきます。

【令和元年度 学校支援ボランティア】

６月 １日(土) 除草作業 １０月 ５日(土) 除草作業

６月２５日(火) １・２年諸経費の集金 １０月１７日(木) １・２学年諸経費の集金

６月２６日(水) ３年諸経費の集金 １０月１８日(金) ３学年諸経費の集金

学校納入金および集金方法について

本校では、「学校支援ボランティア」の方々にご協力をいただき、全学年で現金集金を行っ

ています。

１ 教材費等学校納入金（※参考 令和元年度 １年生の例）

学年諸費 １７，７０４円（副教材費等）

校外行事費 ３，７２０円（自然の村「若あゆ」：食費等）

※「若あゆ」では上記金額以外に体験活動費（１講座最大５００円程度）が必要です。

生徒活動費 ９６０円

ＰＴＡ会費 ３，０００円（１世帯）

合 計 ２２，３８４円

２ 集金方法

・集金者･･････････各学級で１回の集金に際して、２名程度の支援ボランティアの方に協

力して頂きます。（※「集金ボランティア」を募集いたします。）

・集金の回数･･････年間２回（６月と１０月）に集金する予定です。

・集金の時間･･････７：５０～８：２０に、保護者または生徒が現金を持参します。

（※ 部活動の朝練習はなしとします。）

・集金場所････････木工室、金工室、第１美術室、第１理科室

（※ 学級毎に場所を決めます。）
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中学校生活について

学校は一つの社会です。いろいろな考え方の生徒が生活し、お互いに影響を与え合います。良い影

響を与えられるような人間関係を築かせ、人として正しく成長できるよう、さまざまな活動に意欲的

に取り組ませたいと思います。

（１）子どもの成長・変化について

中学生になると、身体だけでなく、心も大きく変化していきます。時には体の成長に心の成長

が追いついていかず、不安定な状態になることもあります。小学生の時には保護者の言うことを

よく聞き、素直だったのに、反抗的になったり無口になってほとんど保護者と会話をしなくなる

こともあります。また、注意されると、頭では理解できても感情的になって反抗したりすること

もあります。

（２）ご家庭にお願いしたいこと

①基本的な生活習慣を身につけさせる

・時間に対する意識を持たせる。

・忘れ物をさせない→翌日の持ち物（授業で使用する物、宿題、提出物等）をきちんと確認

する習慣を身につけさせる。

・服装や身だしなみに気を配らせる。

②子どもの状態や行動を把握する

・誰とどこで何をして自由時間を過ごしているのか。

・学校での様子（各授業に対する取り組み、係や委員会、部活動への取り組み、周囲の生徒

との関わり）。

・どのようなことを考えているのか（悩み、将来の夢等）。

※中学生になると保護者と会話したがらなくなる場合もあるので、聞き上手になる。

③学校との連携

・気になることがあるときは、学級担任に連絡、相談する。

・学校からの配布物を確実に保護者に渡すよう、習慣化させる。

・欠席、遅刻、早退の連絡を確実に行う。

（３）学校の取り組み

卒業後を見据えた「自立」と「自律」

知 【確かな学力】

自立・自律

生きる力

徳 【豊かな人間性】 体 【健康・体力】

知・徳・体のバランスがとれた力を育てるために、家庭との連携を大切にし、生徒との信頼関係

を築く中で、さまざまな活動（授業、行事、委員会、係、部活動等）を通して生徒の可能性を見い

だす。

（４）具体的な指導方針について

集団生活にはルールがあります。「法に触れる行為をしない」という当然のこと以外にも「他
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人に迷惑をかけない」「決められた自分の役割を果たす」「学校のきまりを守る」ということが

大切になります。

学校は生徒がさまざまな活動を通して、自分自身を鍛え、成長させる場です。成長の妨げにつ

ながるような行為が見られた場合には、改善を促します。

「愛情をかける」と「甘やかす」、「自主性の尊重」と「放任」を区別しながら、生徒の自立

を目指していきたいと思いますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

（５）きまりについて

①服装、身だしなみ

・登下校は基本的に標準服を着用する。

1、ブレザー+ネクタイ 2、Ｙシャツ+ネクタイ 3、Ｙシャツのみ、のいずれかの服装になる
ようにする。

※儀式の時には、季節にあった正装で臨む。

（相陽中学校は衣替えの時期がなく、気温と体調によって体温調節を行わせています。）

靴 下・・・白、黒、紺、茶、グレーで単色のもの

黒または目立たない色のストッキング、タイツ

靴 ・・・体育の授業や運動に適したもので色の指定は無し

ベルト・・・黒、紺、茶で極端に細くないもの（２つ穴ベルトは不可）

防寒着・・・黒、紺、茶、グレー、白のコート

部活動等で使用しているウインドブレーカー

②体育着、上履き、体育館履き、通学用バッグについて

体育着は、学校指定のもの

通学用バッグは指定なし（縦３２㎝、横６３㎝、奥行き４４㎝のロッカーに収納できるもの）

上履きは学年色のみ指定（令和２年度１年生の学年色は青）

※靴底は白いものが望ましい（廊下の汚損防止のため）

体育館履きは指定なし、部活動で使用するものと共用可

（体育館履き入れを用意する）

防災ずきんは入学式の日からご準備してください

※持ち物には必ず記名してください

③登下校について

徒歩を原則とするが、公共の交通機関（電車・バス）の利用も可

指定された地域では自転車通学可→届け出を提出し、許可シールを添付

安全のため、ヘルメット着用

登下校時の買い食いは禁止

④その他

【欠席・遅刻・早退について】

８：３０に教室にいることが原則。

欠席、遅刻、早退が事前にわかっている時は、保護者が生徒手帳に記入して、担任に提出す

る。※原則

当日の場合には８：１５までに学校へメールで伝えることを原則とする。

【頭髪について】

染髪、脱色、パーマ、極端な段差のある髪型（２ブロック）、整髪料使用等は禁止。

編み込み、エクステ等の装着はしない。

【不要物、危険物について】

ネックレス、ピアス、カラーコンタクト、指輪、ブレスレット等、装飾品は身につけない。

スマートフォン（携帯電話）、時計、ゲーム、雑誌等の不要物や、不要な金銭は持ってこな

い。
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【学習教材の持ち帰りについて】

生徒の登下校時の健康面や安全面に配慮し、

①学習教材を教室のロッカーや机の中に置いていくことを認める。

②宿題や家庭学習のため、学習教材を持ち帰る必要があるときには持ち帰る。

③紛失やトラブル防止のため、ものの貸し借りをしない。

④登下校時のカバン（通学用バッグ）は必ず持参する。

（６）携帯電話・スマートフォンについて

中学校への入学を機に、携帯電話やスマートフォンをお子様に買い与えるという話をよく聞き

ます。「中学校の部活動では、携帯やスマホがないと連絡が伝わらない」「みんなが持っていて

持っていないと仲間はずれにされる」などと、あれこれ理由をつけておねだりする例もあるよう

です。

学校では、特別の場合を除き、携帯・スマホの持参を認めていません。また、部活動を含めて、

携帯やスマホで連絡を行うことはありません。学級や部活動ごとに緊急連絡網を作成し、連絡を

行っています。また、ここ数年、メールやＳＮＳ（LINEなど）での悪口の拡散や、写真など個人
情報の流出、友人への誹謗中傷など、トラブルが相次いでおり、学校でも指導に苦慮しています。

また、夜遅くまでLINEなどで通信したり、ネットのゲームに夢中になり、寝不足になって学校生
活がおろそかになったり、生活が乱れて遅刻や欠席が増えてしまう生徒も出てきています。

携帯やスマホは便利なものではありますが、中学生ではまだ社会経験も浅く、判断も甘くなり

がちで、使い方を誤ると大きなトラブルになりかねません。一番の予防法は携帯、スマホを持た

せないことです。もし持たせる場合には、使うときは居間で使う、夜１０時以降は保護者に預け

使わない、認証されたサイト以外にはつながないなど、ルールをつくって守らせてください。ま

た、必ずフィルタリングをかけ、危ないサイトにつなげないようにしてください。学校でも必要

な指導は行っていきますが、持たせる場合にはご家庭で責任を持ってお願い致します。

出展：NTTdokomo「ケータイ安全教室ポイントブック（保護者・教員編）」



給食の予約から喫食まで（イメージ）

中学校給食のご案内

デリバリー方式の実施中学校

中学校給食の内容

お問い合わせ先 ： 相模原市教育委員会学校保健課 給食班 ℡042-769-8283

給食費の返金について

事前に払い込んでいただいた給食費が余った場合には、

卒業時に、保護者が指定した銀行口座へ返金します。

３年生になると口座情報の提供をお願いしますので、

ご協力をお願いいたします。

※転校等の場合には、随時学校を通じて返金します。

〈ブロック別一覧〉

A：大野南、上鶴間、大野台、谷口、新町、鵜野森、東林

B：相陽、相模台、麻溝台、緑が丘、相武台、弥栄、若草、由野台

C：大野北、共和、中央

D：上溝、田名、清新、上溝南

E：大沢、旭、相原、小山、内出、北相、内郷、藤野

〇献立の作成
〇食材の選定
〇食材の発注

民間の調理業者

●調理
●お弁当箱への盛り付け
●学校への配送

相模原市では、市立中学校３０校において、ランチボックスを使用したデリバリー方式による給食を実施

しています。

一食 330円
全て食材費に利用

小学校給食と

同じメニューも

たくさん！

市の栄養士

〈牛乳〉
「牛乳のみ」の

注文も可能

〈主食〉
白いご飯

〈おかず〉
４品程度

旬の食材、地場産の食材など

積極的に取り入れています

〈汁物〉
週２回

味噌汁やスープ

デザート

基本的な考え方

～安全・安心な給食～

・栄養士が育ち盛りの生徒に合わせて栄養バランスのとれた献立を

作っています。

・安全な食材を確保するため、食材（原則国産）の発注は市が直接

行っています。

・市の衛生管理基準を満たした民間調理場で調理を行い、各中学校

へ配送しています。

～「生きた教材」としての役割～

・給食を通して食事についての正しい理解を深め、望ましい食習慣

を育てます。

・生徒たちが一緒に食事をすることを通し、明るい社交性や好ましい

人間関係を育てます。

・給食だより等で食に関する情報を発信します。

給食予約システムへの

登録と入金・予約が
必要です！

翌平日午後3時

システム反映

翌平日午後3時

システム反映



４月から中学校給食をご利用いただくために

〈１２月～１月〉
小学校から配布された利用登録申請書を新入生説明会で提出してください。

この日に提出できなかった方は２月７日（金）までに小学校へ提出してください。

〈２月下旬〉
小学校から、次の書類が配られます。

①認証情報通知書・・・予約システムにログインするためのIDやパスワードが記載されています。

②払込用紙・・・18食分6,045円が5枚、90食分29,805円が1枚 ※払込手数料105円込み

③４月予約用マークシート・・・PC、スマートフォン等で予約する場合、提出の必要はありません。

④返信用封筒（マークシート送付用）・・・ポストへ投函

⑤中学校給食予約マニュアル

⑥４月分献立表・・・４月の給食のメニューが載っていますので、お楽しみに！！

①利用者登録申請書の提出

②新入生セットの受け取り

〈目安：３月２０日（金）まで〉 払い込みできるコンビニ

払込用紙を使って事前にコンビニで給食費を払い込むと、

システム上に金額がチャージされます。

※入金情報は払い込み日の翌平日の午後３時にシステムに反映します。

※残高が不足すると予約が出来ませんので、ご注意ください。

※牛乳のみの予約の場合も、同じ払込用紙で支払います。

③給食費の払い込み

〈目安：３月２７日（金）まで〉

「自分のペースで予約を入れたい！」

➡３つの予約方法があります！！
ネット環境の無い方は、マークシートを利用して予約ができます。

「毎日給食を頼みたいので、なるべく手間を減らしたい！」

➡在校時一括予約を申請すると便利です！！！
最短で６月分から卒業時までの給食予約が毎月自動で入るようになります！申請書は

中学校入学後に配られます。初回に間に合わなくても、随時申請を受け付けています。

④給食を予約

お問い合わせ先 ： 相模原市教育委員会学校保健課 給食班 ℡042-769-8283

〈注意事項〉 必ずお読みください！！
●給食費の払込情報は、払込日の翌平日の午後３時以降に予約システムに反映されます。

（例）３月６日（金）払込み ⇒ ３月９日（月）午後３時以降にシステム反映

●インターネット予約画面の操作方法は、「新入生セット」で配られる「中学校給食予約マニュアル」

に記載されていますので、参考にご利用ください。

●「新入生セット」で送られてくるマークシートは、４月予約専用のものです。

５月以降予約用のマークシートは入学後中学校から入手し、中学校へ提出してください。

●マークシートで予約された方には、入学後に「マークシート予約通知書」が配布されますので、

予約内容や残高の確認をしてください。

給食開始は４月１３日（月） 予約された日に給食が届きます！

●インターネット予約の締切は、

食べる日の７日前の午後2時で

す！

●5月以降予約用のマークシー

トは中学校から入手し、毎月の

献立だよりに記載される期日ま

でに、中学校へ提出してください。



栄養の蓄えは目に見えませんが、二十年後、三十年後の健康を大きく左右します。成

長期である今こそ、適切な栄養量、そして質の良い食事を摂ることがとても大切です。

学校給食では、栄養バランスのとれた給食を提供しておりますので、ぜひご利用くだ

さい。 

 

 

その一：学校給食費について 

 デリバリー方式の中学校給食では、学校給食費は一食 330 円。すべて食材費に使われます。 

調理等に係る人件費や光熱費、その他の経費は、相模原市の予算で賄われています。 

 

その二：学校給食の食材について 

 食材は原則国産のものを使用しています。特に、学校給食では「地産地消」への取り組みを積極的に

行っており、相模原市産・神奈川県産の食材を活用しています。相模原市産のものとしては、豚肉や小

松菜、大根といった野菜類など、神奈川県産としてはお米（11～3 月）や各季節の野菜などがあります。 

 

その三：学校給食の献立について 

 学校給食は、文部科学省が定めている「学校給食摂取基準」に基づいて、市の管理栄養士が献立を作

成し、提供しています。この基準は、一日に摂るべき栄養量の 3分の 1 程度の量になっています。 

また、相模原市では独自の年間食育・献立計画を立て

ており、月ごとの目標に合わせ、旬の食材や地場産の

ものを多く盛り込んだ内容となっています。 

 

 

 

 

 

                          （「学校給食摂取基準」H31.4 月より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー たんぱく質 脂質 カルシウム 鉄分 

830kcal 
30g 

(27～41g) 

摂取エネルギー全体の 

20～30％ 
450mg 4mg 

ﾚﾁﾉｰﾙ当量 
(ビタミン A) 

ビタミン B1 ビタミン B2 ビタミン C 食物繊維 
ナトリウム 
(食塩相当量) 

300μg 0.5mg 0.6mg 30mg 6.5g 以上 2.5g 未満 

日本人が慢性的に不足しているカルシウムは、一日に摂る

べき量の 2 分の 1 程度に定められています。牛乳を飲む

ことで 227mg のカルシウムが摂取できます。 

 

ポイント!! 

献立は、一ヶ月平均で「学校給食摂取基準」を満たすように立てています。 

そのため、毎日給食を食べることで、この栄養量がとれる、ということ。 

毎日給食を食べてもらいたいのは、ここにも理由があります。 

＜中学生に必要な１食当たりの栄養量＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学校では、１人分ずつのランチボックスに入った、デリバリー方式（民間の調理事業者が調理し、配送す

る方法）の給食を実施しています。成長期の中学生に必要な栄養素がたっぷり詰まった給食です。温かい汁物

も付いていますので、４月からの給食を楽しみにしていてくださいね！ 

主
①主食…主にご飯（月 1 回程度パン） 

※ご飯はおかわり分もあります。 

 

②副食…４品程度のおかずと 

汁物（週 2 回） 

③牛乳   

このセットで一食 3３０円です。 

 

  教育委員会の栄養士がカロリーと栄養バランスを考慮した献立を作成しています。 

 食材は原則国産、相模原市産の野菜も使っているので安全・安心です。 

 手作りのおかずや、旬の食材、行事食も積極的に取り入れています。 

 食中毒予防に配慮し、給食のおかずはデザートの果物等を除き、全て加熱調理後に 

冷まして提供しています。 

 給食費はお近くのコンビニエンスストアでお支払いができ、予約はスマート 

フォンやパソコンまたはマークシートで行えます。 

シートやから行えます。 

 

【給食のおすすめポイント】 

（月平均 18 食：5,940 円） 

※全て食材費として使用しています。 
 

【学校での様子】 

お問い合わせ先    教育委員会学校保健課給食班（    042-769-8283） 

中学校給食ブログ    http://www.sagami-portal.com/city/school_lunch/ 

給食はクラスごとの 

コンテナに入っています。 

 

 

牛乳 

汁物 

おかず 

ごはん 

給食は 

４/１3（月）から 

始まります！ 

 各学校にある給食専用の 

配膳室に給食が届きます。 

給食作業員が、配膳室の 

衛生管理や、給食の受け渡し

の補助をしています。 

 

 まずは登録を！ 

毎日約 6,000 人の生徒が給食を食べています！ 







《令和２年度生》
契 印

　通学証明書発行申込用紙、記入上の注意事項 №

       発行年月日

　① 各記入欄は丁寧にご記入下さい。
　　 （ ※の箇所は無記入で結構です｡ ）
　　 年齢は令和２年４月１日現在で記入して下さい。 　　男

　　女
　② 通学区間は、乗車する駅名を記入して下さい。

　　 です。購入する期間を記入して下さい。

　　 の体育着採寸日に、体育館入口で提出して下さい。

　　　お渡しします。

※の箇所は無記入で結構です｡

（　　　　歳）

氏　  　  名

住  　  　所 

身分証明書番号 第　　　　　　　　号

通 学  区 間 下溝駅　～　　　　　　　　駅

年・組・番号 １ 年　　　組　　　　　　　番

キ

リ

ト

リ

セ

ン

通 学 証 明 書 発 行 申 込 用 紙

　③ 購入できる定期券の期間は、１ヶ月・３ヶ月・６ヶ月
　相模原市南区

使 用  期 間 　　　　　　ヶ月

　　　４月６日（月）の入学式後、各学級で通学証明書を  ※

 ※　④ 通学証明書を申請する人は、令和２年２月２日（日）



 

【 １学年自転車通学の許可について 】 
相模原市立相陽中学校 

１．自転車通学は、次の条件を満たし、学校長から許可された生徒に限ります。 

自転車通学許可は１年間とし、年度ごとに申請し許可を受けてください。 

２．自転車通学を許可する条件 

  ア：交通ル－ル・マナ－（二人乗り・信号無視・無灯火・片手ハンドル等の禁止） 

ならびに本校独自の規定（項目３）を守ること。 

  イ：自転車通学許可区域内に居住していること。（詳しくは地図と照合） 

    (1)当麻地区 ①無量光寺より遠い地域。 

                   ②麻溝電話局北の立体交差点及び「水道路」より遠い地域。 

                     ※芹沢は基本的には許可区域から外れる。 

※あらやの坂を通学路には使用しないこと。 

    (2)下溝地区 バス停「公会堂」横の「水道路」より遠い地域。 

    (3)新戸地区 新戸河原地域。新戸の交差点から妙奠橋を通って、新戸踏切までの 

通りより東側の地域。 

    (4)磯部地区 該当地域なし。 

  ウ：身体的理由等で自転車通学を希望し、学校長に許可を得た生徒。 

３．自転車通学における本校の規定 

  ア：自転車は原則として普通車とし､軽快車の場合は６段以下のギアのものとする。 

  イ：サドルの高さは、停止した時に両足全面が地面につく高さにすること。 

  ウ：ハンドルは変形・ドロップ・アップのものではないこと。 

  エ：ヘルメットを必ず着用すること 

  オ：許可証（通学が認められた者に配布、有料 70 円）は指定された場所に貼ること。 

  カ：雨天の場合は徒歩通学を原則とし、自転車通学は雨ガッパを使用すること。 

  キ：校内では指定された駐輪場に駐輪し、必ず施錠すること。 

  ク：学校で指定した安全講習会、点検を受けること。 

  ケ：交通量や横断箇所の少ない安全な道を通ること。 

コ：自転車通学希望生徒は新規、継続に関わらず安全講習会に参加すること。 

安全講習会に参加していない生徒は原則として自転車通学を認めない。 
 

※規定が守れない場合は、１回目は本人への指導後に保護者へ連絡を行い、２回目以降は 

本人への指導を行い、保護者に連絡・確認を行った上で自転車通学を１週間停止とする。 

きまりが守れない状況が続く場合は自転車通学を禁止する場合もある。 

４．ご家庭へのお願い 

  ○交通ルールやマナー、通学路での危険箇所の確認を必ず行ってください。 

○乗車前にブレ－キ・ハンドル・ペダル等の点検を必ず行ってください。 

  ○自転車事故が多発しているため、家庭の責任で保険に入るようにしてください。 

保存用 



麻溝地区方面 自転車許可区域 

自転車許可区域は太い線より外側です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新磯方面地区 自転車許可区域 

自転車許可区域は太い線より下側です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【自転車通学届】 

年  月  日 

相模原市立相陽中学校長殿 

                                                   保護者氏名           印 

保護者の責任のもと自転車通学規定を遵守させますので、自転車通学の許可を願います。 

生徒氏名            小学校 氏 名 

住  所 相模原市 

電話番号  

 

通学用自転車 
種類・特徴 

 

※地図に自宅場所の印(赤字)をつけ、２月２日(日)、体育着採寸日に提出してください。  

 担当者で確認をし、許可がおりない場合はご連絡させていただきます。 

 

麻溝地区方面 自転車許可区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     新磯方面地区 自転車許可区域 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提出用 （ 新規 ） 



【 ２・３学年自転車通学の許可について 】 
相模原市立相陽中学校 

１．自転車通学は、下記の条件を満たし、学校長から許可された生徒に限ります。 

２．自転車通学許可は１年間とし、年度ごとに申請し許可を受けてください。 

３．自転車通学を許可する条件 

  ア：交通ル－ル・マナ－（二人乗り・信号無視・無灯火・片手ハンドル等の禁止）ならびに本校独自の 

きまり（項目４）を守ること。 

  イ：自転車通学許可区域内に居住していること。 （詳しくは地図と照合すること。） 

    (1)当麻地区 ①無量光寺より遠い地域。 

                   ②麻溝電話局北の立体交差点及び「水道路」より遠い地域。 

                     ※芹沢は基本的には許可区域から外れます。 

※あらやの坂を通学路には使用しないこと。 

    (2)下溝地区 バス停「公会堂」横の「水道路」より遠い地域。 

    (3)新戸地区 新戸河原地域。新戸の交差点から妙奠橋を通って、新戸踏切までの通りより東側の地域。 

    (4)磯部地区 該当地域なし。 

  ウ：身体的理由等で自転車通学を希望し、学校長に許可を得た人。 

４．自転車通学における本校のきまり 

  ア：自転車は原則として普通車とし､軽快車の場合は６段以下のギアのものとする。 

  イ：サドルの高さは、停止した時に両足全面が地面につく高さにすること。 

  ウ：ハンドルは変形・ドロップ・アップのものではないこと。 

  エ：ヘルメットを必ず着用すること 

  オ：許可証（通学が認められた者に配布、有料 70 円）は指定された場所に貼ること。 

  カ：雨天の場合は徒歩通学を原則とし、自転車通学は雨ガッパを使用すること。 

  キ：校内では指定された駐輪場に駐輪し、必ず施錠すること。 

  ク：学校で指定した安全講習会、点検を受けること。 

  ケ：交通量や横断箇所の少ない安全な道を通ること。 

５．自転車通学希望生徒は新規、継続に関わらず安全講習会に参加すること。安全講習会に参加していな 

    い生徒は原則として自転車通学を認めない。 

６．乗車前にブレ－キ・ハンドル・ペダル等の点検を必ず行ってください。 

７．自転車事故が多発しているため、家庭の責任で保険に入るようにしてください。 

８．上記の規定が守れない場合は、１回目は本人への指導後に保護者へ連絡を行い、２回目以降は本人へ 

    の指導を行い、保護者に連絡・確認を行った上で自転車通学を１週間停止とする。規定が守れない状 

  況が続く場合は自転車通学を禁止する場合もある。 

 

【 自転車通学届  】（ 新規 ・ 継続 ） 

                         年  月  日 

相模原市立相陽中学校長殿                                                               

                                                   保護者氏名           印    

 保護者の責任のもと自転車通学規定を遵守させますので、自転車通学の許可を願います。 

生徒氏名    年   組   番 氏 名 

住  所 相模原市 

電話番号  

 

通学用自転車 
種類・特徴 

登録番号(新規の場合は必要なし) 

 

 

 

 

  


