
清陵中学校の標準服

猪名川町立清陵中学校標準服「清陵スタイル」説明資料 猪名川町教育委員会

清陵スタイル

◇これらはすべて性別に関係のない仕様です。

◇スカートまたはスラックスのどちらでも選択できます。
スラックスは細めとゆったりめの２種類があります。

◇ネクタイまたはリボンのどちらでも選択できます。

◇「着たくなる服装」と「経済性」を重視しています。
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清陵中学校の標準服はブレザー、スカートまたはスラックス、ネクタイ
またはリボン、シャツからなります。



◇選択は、清陵中学校標準服のアイテムからが基本となりますが、中谷中学校
及び六瀬中学校の制服を選択することも考えられます。

◇着方や使い方など学校のルールに関する内容は、新しい学校で子どもたちが
中心となって考えていきます。

◇着方や使い方などを話し合うことで、人と違うこと、多様な考えも認め合い、
いっしょに考え課題を解決していく力を高めていきます。

清陵スタイル 清陵中学校の標準服
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新しい学校の服装を考える１
制服は必要か？･･･生徒指導部会ではここから始めました
生徒及び保護者へのアンケート調査から
制服は必要、あった方がよいという回答は

生徒 ･････ 80.2％
保護者 ･･･ 84.4％

生徒、保護者両方の立場からも、制服があった方がよいという意見が多い

・制服は必要ない、ない方がよいという意見も大事に考えて
・制服を着ることができない、違和感があるということも大事に考えて

◇この会議で大人だけで決めるのは違うのでは
◇制服について考え、議論するすることを通して子どもたちに考える力を
◇それぞれの学校で議論し、生徒会代表で議論することも
◇時間がかかっても子どもたちに考えさせたい
◇人と違う者がいじめられない、人権に配慮した教育もしていくこと
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新しい学校の服装を考える２ ～子どもたちが考えました⑴～

制服について 子どもたちが考えました

◆そもそも制服は必要なのか？

・中学生という自覚、大人の自覚が芽生える
・一体感がある（所属意識が芽生える）
・この学校の生徒である誇り
・トータルすれば私服よりかかるお金が安い
・平等である、格差がうまれにくい
・社会に出たときのマナー
・集中できる、気持ちの切り替え
・毎日服を選ぶ手間が省ける

子どもたちの考えは・・・

・着たい服を選べない
・バリエーションが出ない
・温度調整がしにくい
・3年間の成長に合わせられない
・敏感肌の自分にあった素材の服がよい
・制服は高価なのに着る機会が少ない
・自分の個性が出しにくい
・洗濯が間に合わない

制服はあった方がよい 制服は必要ない
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新しい学校の服装を考える３ ～子どもたちが考えました⑵～

生徒アンケートをまとめた中谷中学校と六瀬中学校生徒会執行部の意見

制服は必要

◇個性は私服を着たから出るものではなく、その人の行動などから
出てくるもの。その学校の生徒である誇りを持ちたい。

◇制服一式を着用。ただし、普段の着用の仕方は別に考える。

◇「制服は必要ない」という意見にもしっかり注目する
◇制服のデメリットの意見が改善できる新しいものにする
◇学校のルール、新しい服の着方も自分たちの手で決めていく
◇人と違うことも認め合える学校をつくる

新しい学校の服装は
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学校の主人公は子どもたち 自分たちの学校は自分たちの手で

➡生徒会を中心とした制服プロジェクト
「先生や親に決められること」から「自分たちで決めていくこと」へ

➡大人も子どもも他者の価値観や考え方からも学びました
➡互いの違いを乗り越えていく子どもたちの取り組み
➡５、６年児童も、制服について学習会をもちました
➡新しい学校生活への思いが詰まった服装

子どもたちといっしょに考えてつくってきました
着たいと思う服・新しい学校への思いが詰まった服

そして誰もが安心して自分らしく学校生活が送れるようにと
⇩

こうして清陵中学校の標準服ができあがりました

新しい学校の服装を考える４

6



清陵スタイルQ＆Ａ

Ｑ１：標準服の価格は高すぎませんか？
Ａ１：保護者の皆さんの経済的な負担を軽減することは標準服をつくるうえ

で重要な課題として考えてきました。

素材やデザイン、また付加した機能によって価格に幅がありますが、他校
と比較しても高すぎるということはないと思います。
また、次に示すように、長期使用ができることや様々な付加価値にも利点
があると考えます。

※標準服の着方など、学校生活のルールについては、新しい学校で子どもた
ちが中心となって決めていくことになります。
ここでは、学校生活のルールに関することについては決めないこととしす。

ここ３年間で、ブレザーとスラックス、スカートを制服・標準服として新しく制作した近隣市４中学校の例
ブレザー スラックス スカート シャツ

宝塚市立Ａ校 21,000円 12,100円 13,800円 ４,350円
伊丹市立Ｂ校 18,000円 11,000円 12,400円
藤井寺市立Ｃ校 21,340円 11,000円 12,430円 3,740円
大阪市立Ｄ校 21,000円 12,000円 12,800円 3,600円

清陵中学校 17,600円程度 11,700円程度 15,400円程度 4,000円程度
市販シャツも可
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清陵スタイルQ＆Ａ

Ｑ１：標準服の価格は高すぎませんか？（続き）
Ａ１：価格に加えて、長期使用できることや洗濯の簡単さ、耐久性なども合わ

せて、トータルで保護者の皆さんの経済的な負担軽減を考えています。

・３年間の成長にも対応できる成長機能を備えている。
（家庭でサイズアップできる機能）

・性別に関係のないブレザーとして、お下がりやお譲りが可能。
・伸縮性や、カバンに詰めてもしわの回復性の高い素材を採用している。
・家庭での洗濯が可能。また、繰り返し洗濯しても型崩れしない。
・長期使用での経済性に加え、着心地や機能も重視している。
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ブレザー、スカート及びスラックスの特徴（１）
ブレザーやスカート、シャツの特徴などは菅公学生服のHPにも
紹介されています。（kanko-gakuseihuku.co.jp/edu-uniform)

○性別に関係のないブレザー
前合わせを左右どちらを上にしても着用できるブレザーです。性別に関係なく
お下がりやお譲りが可能です。

○ストレスフリー設計
腕を上げやすい、ひじを曲げやすいストレスフリー設計で着用時の快適性を
追求しています。

○最新技術で「軽さ」「ストレッチ性」「消臭機能」を併せ持つ快適素材を使
用しています。
・横60％×縦20％の抜群のストレッチ性を実現しています。
・汗の臭いを消臭します。（糸自体に消臭機能を持たせているので、洗濯し
ても効果は持続します。）

・カバンの中にくしゃくしゃに入れても、しわの回復性が高いのできれいな
状態が続きます。

・一般衣料の3倍の強度基準をクリアした素材です。
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ブレザー、スカート及びスラックスの特徴（２）
○家庭洗濯が可能
一般衣料の3倍の強度で、繰り返し洗濯しても型くずれしません。

○撥水加工
雨や食べこぼしなどの汚れを防ぎます。

○負荷がかかる場所を補強
負荷のかかりやすいポケット口、股下、尻縫いの部分など強度を高めています。

○股下のごわつき軽減（スラックス）
小股の部分はウエストから股の部分にかけて裏地をつけているため、丈夫でご
わつきがありません。

○半永久プリーツ加工（スカート）
雨天時や洗濯しても取れにくい真空プリーツ加工です。薬品を使用していない
ため、肌が敏感な生徒にも影響が少なく、環境にも優しくなっています。
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清陵スタイルQ＆Ａ

Ｑ２：シャツ（ブレザーの下に着用）は市販のものでもよいのでは？

Ａ２：シャツを選ぶにあたって、汚れにくい（泥汚れに強い）、汚れが目立た
ない、洗濯が簡単で、耐久性もあるというようなことに加え、「透けない、
見せない」ということを重視した素材を選びました。
子どもたちも保護者の皆さんも気になる「下着が透けないシャツ」にしま
した。UVカット性も高く、安心素材ということで若干価格が高めになっ
ています。
シャツも性別に関係なく、お下がりやお譲りが可能です。
これらのことから、長期使用での経済性は高いと考えます。

中谷中学校あるいは六瀬中学校のカッターシャツ、ポロシャツも着用して
もかまいません。
シャツは他の市販品（白カッターシャツ、白ポロシャツ）を選ぶこともで
きます。
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清陵スタイルQ＆Ａ

Ｑ３：リボンやネクタイは必要なの？
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Ｑ４：ネクタイやリボン、シャツなどは入学の時しか買えないの？

Ａ４：ブレザーやスカート、スラックス、シャツ、ネクタイやリボンなど
は販売店を通して購入することになります。
お手元に届くまでに少し時間がかかる物もあるかもしれませんが、必
要な時に購入することができます。

Ａ３：リボンまたはネクタイのどちらかを購入してください。



清陵スタイルQ＆Ａ

Ｑ５：性別に関係なくスラックスやスカートを選べるの？

Ａ５：標準服そのものが、性別に関係のないものとなっています。
上着もシャツも性別に関係のないデザインです。
スラックスとスカートは、誰もが理由を問わず自由に選択でき
るようになります。
スラックスは、ヒップが細めとゆったりめの２種類のタイプが
あり、体型に合わせて選べるようになっています。
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清陵スタイルQ＆Ａ

Ｑ６：肌が敏感なので、この標準服を着ることができない。
どうしたらいいの？

Ａ６：敏感肌などで困っている生徒には、別素材で外観を合わせて同様の
ものを作ることができます。この場合の価格は使用する素材によって
変わります。ボタン等で着脱が難しい場合などもテープなど別の方法
で対応できます。
また、それ以外でも標準服の着用が難しい場合など、着用をするかし
ないを含めて、学校へ相談してください。
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清陵スタイルQ＆Ａ

Ｑ７：中谷中学校や六瀬中学校の制服を着ることはできないの？

Ａ８：新2年生と新3年生は引き続き中谷中学校あるいは六瀬中学校の制服
を着用します。
希望があれば、新たに購入することはできます。

Ｑ８：新２年生と新３年生も新しい標準服を着ることができるの？

Ａ７：それぞれ事情も異なることと思います。
着用することは可能です。
清陵中学校の標準服への移行の期間などは、新しい学校で決めて
いきます。
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清陵スタイルQ＆Ａ

Ｑ９：現状では、登校後ほとんど体操服で生活していますが、標準服はいるの？

Ａ９：子どもたちをはじめ、保護者の皆さんの意見をふまえて検討してきま
した。
その結果、標準服の購入に係る費用をできるだけ抑えること、着たいと
思う服を子どもたちといっしょに考えること、標準服を着用することが
負担、苦痛に感じる生徒がいることにも留意し、別にその運用や着方は
検討するとして標準服をつくってきました。
標準服で過ごす、体操服で過ごすなど、学校生活のルールは新しい学校
で、子どもたちが中心となって決めていくことになります。
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清陵スタイルQ＆Ａ

Ｑ10：標準服の購入について補助や分割払いなどの方法がありますか？

Ａ10：標準服の購入にあたっては、皆様ができるだけ購入しやすくなるよう
に調整を行っていきます。所得によっては就学援助の対象となります。
（No.18参考をご覧になってください）
また、分割払いなどの支払い方法は販売店よりお知らせします。販売
店は後日お知らせします。
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参考
就学援助について

猪名川町教育委員会では、経済的な理由で、町立小・中学校に
就学する児童・生徒の学用品などの支払いが困難な状況にある
保護者の方に対して、その費用の一部を援助しています。
新入学用品も就学援助の内容に含まれます。

詳しい内容は、猪名川町ホームページをご覧ください。
👉👉 ホーム > 子育て･教育 > 学校･園･保育所 > 学校教育 >     

就学援助制度について
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