
2016年 3月 31日（木） 

演劇部が牛久保小学校はまっ子にて防犯教室 

  

 都筑区少年補導員連絡会が主催する「防犯教室」が牛久保小学校はまっ子ふれあい

スクールを会場に行われました。本校演劇部の生徒が参加しました。夏休みの時に

は、南山田小学校のはまっ子で、紙芝居を使って防犯教室を行いましたが、今回は、

体育館のステージを使って、３本立ての劇を行いました。 

 今回の劇の台本は、生徒自身が作り、３部作のとてもわかりやすいお話でした。台本

の内容は、「電車のマナー」「見知らぬ人に声をかけられたら」「いいことと悪いこと」をテ

ーマにしたものでした。友達が迷惑行為や悪いことをしていた時に、友達としてダメなこ

とはダメと言える勇気をもつことの大切さを児童のみなさんに訴える劇となりました。 

 今日は都筑区の少年補導員の方々の他に、都筑警察署の生活安全課少年係の

方々もご来場されていました。 

 

   学校長  栗原 公明 

   
 

 

2016年 3月 30日（水） 

新年度に向けて 

  

 平成２８年度は、１年生７クラス、２年生７クラス、３年生８クラス、個別支援学級２クラ

スの合計２４クラスでスタートします。今年度卒業生した３年生は６クラスでしたので、く

つ箱の表示などは新たに準備をしなければなりません。ご覧のとおり、準備は着々と進

んでいます。 

 さて、右の写真はＡ棟からＢ棟への渡り廊下の一部が流しにかかっており、通行の妨

げになり危険なので、教育委員会に流しの撤去・改修を依頼してきたところですが、そ

の工事が春休み中に行われることになりました。新年度からは、通りやすくなると思い

ます。 



 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 29日（火） 

野球部 区大会準優勝！ 

  

 野球部都筑区大会の決勝戦が東山田中学校グランドにて行われました。前日は、前

回区大会優勝校の荏田南中と対戦し、１－０で接戦を制して決勝進出となりました。 

 決勝戦は東山田中で行われアウエーの状況でしたが、本校の保護者の方々も多数

応援に来ていただき、熱い声援が送らていました。試合は残念ながら敗れてしまいまし

たが、この悔しさを次の大会にぶつけてください。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 28日（月） 

第３５回吹奏楽部定期演奏会 

  

 昨日都筑公会堂において、本校吹奏楽部の定期演奏会を行いました。演奏会では、

たくさんの方にご来場いただき、部員たちにとって大きな励みとなり、大変喜んでおりま

した。 

 吹奏楽部は、様々なコンテスト、学校行事、地域行事に積極的に参加し、音楽を通し

て皆様方に感動をお届けしてきました。この定期演奏会は、３年生にとっては、「吹奏楽

部の卒業式」。顧問から一人ひとりが紹介され、後輩たちから花束が贈られました。 

 最後に、先週紹介した本校の桜情報です。ご覧のように、まだ数えられる程度です

が、開花してきました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 25日（金） 



平成２７年度修了式を行いました 

   

 平成２７年度修了式を行いました。３月１４日に卒業式を行い、本日は１・２年生のみ

の修了式となりました。通常８００名ほどの全校集会なので、寂しく感じました。 

 修了式では、生徒代表の言葉の中に、「最上級生」「今度は先輩」というフレーズがあ

りましたが、短い春休みですが、新しい生活のスタートに向けて、気持ちと物の準備を

しっかりしてくださいね。 

 さて、修了式の後、４月に予定されている離退任式に、ご都合により出席できない先

生の退任式を行いました。先生のお話の後、代表生徒の話と花束が贈られました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 24日（木） 

中川の桜は新入生を待っているのかな？開花はまだ先になりそうです！ 

  

 今年最後の教科授業が終わり、昨日に引き続き、３校時より大掃除を行いました。昨

日の教室の磨き出し、ワックスがけに引き続き、今日は廊下と階段の磨き出し・ワック

スがけを行います。年度末を迎えて、教室・廊下・階段がピカピカになり、気持ちよく新

年度を迎えることができますね。 

 さて、横浜の桜も開花宣言が出ましたが、中川中の桜（写真左）はご覧のとおり、開花

宣言までには時間がかかりそうです。その代わりと言っては何ですが、正門わきの花

桃が咲き始め、赤とピンクと白の花がとってもきれいです。 

 明日は、修了式になります。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 23日（水） 

準備万端の清掃用具！あとは生徒たちの出番を待つのみ！期待に応えてもらいました

（by清掃用具） 



   

 今日と明日は、１年間学校生活でお世話になった教室や廊下の磨き出し、ワックスが

けを中心とした校内の大掃除です。写真のとおり、昨日のうちに美化担当が今日の大

掃除で必要なものを用意し、クラスごとにきちんと並べられていました。同じように用意

するのであっても、このようにきちんと並べられていると大掃除に取り組む気持ちも違っ

てきますね。 

 準備万端、あとは生徒たちの出番を待つのみという状態でしたが、生徒たちは、みご

とにその期待に応え、写真のように廊下に室内のものを出して磨き出しに励み、昇降

口ではすのこの裏側までも丁寧に掃除をする姿が見られました。この他にも、ふだんの

清掃ではあまり行き届かなった隅々まで丁寧に掃除をしていました。また、職員室前の

長い廊下も一生懸命にぞうきんがけをしていました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 22日（火） 

今年度のお弁当は今日が最後です！ 

  

 いよいよ学年末、最後の週になりました。今年度のお弁当は今日が最後になります。

生徒に販売しているお弁当も今日が最後とあって、気のせいかいつもより注文数が多

かったみたいです。 

 さて、写真左の方は、中川中学校に毎朝お弁当の注文数を確認するために来校され

ている方ですが今年で１６年目。しかし、残念ながら本日で退社されるということで、寂

しい限りです。今日の退社を事前に聞いた生徒会本部役員が中心になって、１・２年生

にメッセージカードの作製を呼びかけ、生徒たちからたくさんのメッセージが寄せられま

した。私が生徒を代表して、注文を取りにこられた時にお渡ししました。生徒たちの心遣

いに、大変喜ばれていました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 18日（金） 

２年生の球技大会が行われました 



  

 先日の１年球技大会に引き続き、本日２年生の球技大会が行われました。男子はグ

ランドでサッカー、女子は体育館でバレーボールが行われました。特にバレーボールで

は、一球一球に、選手や応援している生徒たちの声が体育館に響き渡っていました。 

 今年度もいよいよ学年末を迎えました。１週間後の２５日は、修了式になります。 

 さて、今日は学区内小学校で卒業式が行われました。中川中でも多くの新入生を迎

えることになります。みなさんのご入学を楽しみにしています。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 17日（木） 

あの感動を再び！大好評の科学部のプロジェクションマッピング！ 

  

 文化祭や『ふれあいフェスタ』において、ご来場いただいた方々から大好評をいただい

た科学部の「プロジェクションマッピング」が、さらにバージョンアップして、帰ってきまし

た。本校生徒を対象に、昼休みに公開しています。 

 入口の上演案内も大変凝っています。映像の感動を写真では、お伝えできないのが

残念です。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 16日（水） 

１年生球技大会 

   

 １年生の球技大会が行われました。種目は、上グランドでは男子がドッヂボール、下

グランドでは男女ともサッカー、そして体育館では女子がバレーボールを行い、各会場



とも競技を行っている生徒と応援をしている生徒の元気な声が会場いっぱいに響き、熱

戦が繰り広げられていました。 

 １８日（金）は、２年生の球技大会が予定されています。再び、熱戦が繰り広げられま

すね。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 15日（火） 

主役が卒業した後は、寂しくなりました 

  

 昨日、多くの方の祝福を受け、卒業生が中川中学校を巣立って行きました。今日の３

年昇降口の靴箱は、ご覧のとおりからっぽ。こんな写真をると、改めて３年生は卒業し

たんだなあと思います。 

 そして、３年生の教室には、在校生が担当した黒板の装飾が、残っていました。どの

クラスも丁寧なタッチで描かれた心温まるメッセージとデザインでした。 

 新入生を迎えるまでは、１・２年生のみの学校生活が続きます。今年度もあと１０日あ

まり、今年のまとめと来年度の準備を怠りなく！ 

 

  学校長  栗原 公明 

 

   
 

 

2016年 3月 14日（月） 

第６９回卒業証書授与式が盛大に行われました 

   

 卒業生の皆さん、保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。 

 本校体育館において、第６９回卒業証書授与式が盛大に行われました。足元の悪い

中、そして肌寒い１日でしたが、多くのご来賓の皆様にご来校いただき、生徒たちの門

出を祝福していただきました。 

 卒業証書を受け取る卒業生一人ひとりの表情は、とても清々しくすてきでした。 

 右の写真は、最後の式次第「卒業生別れのことば・合唱」の一コマです。４人の生徒



代表生徒が、３年間の想い出を綴りました。生徒たちのお話は、とても感動的で、充実

した３年間の中学校生活が伝わってきました。 

 卒業生の皆さんの門出を心よりお祝いし、ご活躍をお祈りいたします。 

  

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 13日（日） 

会場は準備ＯＫ！あとは主役の登場を待つのみ！ 

  

 明日は第６９回卒業証書授与式を本校体育館で挙行いたします。会場の準備を考え

て、本日授業を行いました。午後からは、式場設営、３年生の教室装飾、校舎周辺の環

境整備を担当生徒が手際よく行いました。 

 写真のように、すばらしい卒業式会場となりました。あとは、主役を待つのみです。 

 全校生徒が卒業式に参列し、卒業生の門出をお祝いできる環境は、市内中学校でも

数少なく、このすばらしい環境に感謝したいと思います。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 11日（金） 

卒業式予行を行いました 

   

 卒業式の予行を午前中行いました。本校の体育館は市内でも屈指の広さの体育館な

ので、全校生徒が卒業式に参加できます。私の教員生活では、全校生徒が一堂に会し

て式に臨むことはなかったので、全校生徒の校歌を聞いた時には感動しました。 

 さて、今日の予行は、当日の式次第に沿って行いましたが、予行の中では、東日本大

震災でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、黙とうをささげました。卒業生合

唱で歌う『群青』は、原発事故で避難を余儀なくされた南相馬市の小高中学校の生徒と

音楽教諭が作詞・作曲した曲です。同じ３年生としての思いを共有し、気持ちをこの歌

に込め、体育館にすてきな歌声を響かせてください。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 



2016年 3月 10日（木） 

ビブリオバトル！？ 

   

 近年、自分のお薦めの本を持ち寄り、５分間で紹介し、聴衆者の投票により、１番の

人気本を決定する「ビブリオバトル」がマスコミでも紹介されていますが、本校でも ”ビブ

リオバトル” （かな？）が行われています。 

 中川の時間で読んだ本の中で、自分が気にいった本を１冊選び、イラストや紹介文を

織り交ぜまとめたものです。 

 思わず読んでみたくなるような紹介文があり、中学生に人気がある本ってどんな本か

なという思いもあって、実際に読んでみました。十分に楽しむことができました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 9日（水） 

お世話になった校舎への感謝の気持ち！ 

  

 今日は昨日の暖かさが一転して、真冬並みの寒さになりました。３年生は、先週、教

室のワックスがけを行いましたが、今日は階段と廊下のワックスがけでした。 

 寒い中での作業でしたが、写真のように廊下は、ピカピカになりました。 

 明日は、最後の式練習、明後日は卒業式予行となります。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 8日（火） 

再び、１・２年合同歌練習  今日の歌声はすごい！ 《本日の Web日記 その２》 

  



 今日は卒業式に向けた１・２年合同歌練習の第２回目。前回も練習を重ねるたびに、

素晴らしい歌声が体育館に響いていましたが、今日はさらに、素晴らしい歌声が響きま

した。「時を越えて」も素晴らしかったけど、校歌は圧巻でした。 

 ３年生が登校するのは、卒業式を含めてあと４日です。今日の在校生の歌声を聞く

と、卒業生の皆さんは、これからの中川中を安心して託せると確信できると思います。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 8日（火） 

図書室に芥川賞、直木賞の本が閲覧できます！ 本日の小学校朝会講話は、南山田

小学校！ 

  

 学区小学校の朝会でお話をさせていただいていますが、本日は南山田小学校でお話

をしました。校門を入ると、子どもたちが「おはようございます」のあいさつ運動を行って

いました。さわやかな、元気なあいさつに迎えられ、とても気持ちよく朝会に参加させて

いただきました。 

 本校の図書室は、この Web日記でも紹介してきましたが、魅力ある図書室づくりを進

めているところです。現在、芥川賞、直木賞の最新刊も借りることができます。本日は、

芥川賞の本は貸出中でした。 

 さて、昨日のＨＰでは、「ありがとう」のメッセージを紹介しましたが、このメッセージを

作っている在校生一人ひとりのメッセージカードを再度紹介します。 

  

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 7日（月） 

３年生は学年のお楽しみ会 

  

 ３年生は体育館で、自分たちが企画して自分たちで運営する「お楽しみ会」を行いまし

た。出演する生徒や担当の生徒は、早くから登校して朝から張り切っているようすが伝



わってきました。 

 私が体育館に行った時には、遅れてしまい、残念ながら生徒たちの出し物は終わり、

３年間の想い出の映像をみんなで楽しんでいるところでした。あどけない表情や仕草

に、生徒たちは一喜一憂。改めて３年間の成長を体感できたことと思います。 

 さて、右の写真は、先日行われた３年生を送る会で在校生から送られた「ありがとう」

のメッセージです。３年生のフロアにあがる階段の壁に掲示されています。「ありがとう」

のメッセージは、在校生一人ひとりの小さなメッセージカードからできています。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 6日（日） 

週末ボランティア 第２弾  「牛久保東地域清掃」「牛久保東子ども会の６年生卒業を

祝う会」 

   

 毎月第一日曜日に行われている牛久保東自治会の地域清掃に、サッカー部１年生が

参加しました。緑道などの落ち葉をかき集め、あっという間にゴミ袋の山。サッカー部の

皆さんの機動力とパワーに、地域の方は大いに感謝されていました。 

 そして、地域清掃後、同自治会こども会が主催する「６年生の卒業を祝う会」が、中川

小学校体育館にて行われました。ここでは、本校吹奏楽部がお祝いセレモニーに参加

しました。ジブリのメドレーから始まり、ステージ半ばでは、各パート・楽器の紹介で観客

の皆さんを楽しませ、最後は本校吹奏楽部十八番の「ルパン３世のテーマ」で演奏を終

了しました。 

 牛久保東自治会のこども会出身の部員たちもいるので、身近なお兄さんお姉さんが

立派に活躍されている雄姿を見てもらえたことと思います。６年生のみなさん、今度は、

反対側の席に座って、後輩たちに演奏する番ですね！ 

 皆さんが中学校に入学されることを心待ちしております。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 5日（土） 

週末ボランティア 第１弾 「更生保護バザー」 



  

 第２１回更生保護バザーが都筑区役所の区民ホールで行われました。保護司、更生

保護女性会、児童・民生委員、社協の方々が中心となって毎年行われていますが、区

内の中学生のボランティアの皆さんも参加して、バザーの販売に協力しています。本校

からも、１年生がボランティアに参加していただきました。ありがとうございます。 

 当日はご覧のとおり大盛況で、ホールはバザーにいらっしゃった人たちでいっぱい。

中学生の皆さんが大きな力となりました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 4日（金） 

卒業式に向けた１・２年合同歌練習 《Web日記 その３》 

  

 ６校時には、１・２年生が卒業式の式次第にある「在校生の送ることばと合唱」で歌う

『時を越えて』を練習しました。最初は、自信なさげで歌声も小さかったのですが、歌う

たびに声が大きくなり、体育館に歌声が響きました。 

 今日体育館に響いた在校生の歌声が、卒業生の心に響く日も間もなくです。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 4日（金） 

読み聞かせボランティア ”おはなしの宿”さんが表彰を受けました！ 《本日の Web日

記 その２》 

   

 ９組に毎月読み聞かせのボランティアに来ていただいている”おはなしの宿”の皆さん

に、教育委員会北部学校教育事務所から感謝状が届きました。以前にもご紹介しまし



たが、平成１６年より、本校個別支援学級に毎週金曜日に来校され、読み聞かせをして

いただいております。今年で１２年目になります。そして、１年生の全クラスの読み聞か

せも毎年秋に行っていただき、今年で１０年になります。このように、本校生徒たちのた

めに活動していただいている”おはなしの宿”の皆さんに感謝状が届きましたので、本

日の読み聞かせの場を借りて、私よりお渡しいたしました。 

 そして、感謝状の後は、３年間お世話になった３年生より、９組手作りの特性カレンダ

ーが贈られました。 

 今日のお話は、宮沢賢治の「注文の多い料理店」でした。お話とともに、情景の雰囲

気を伝えるために、楽器などの生演奏も加わり、扉を１つ１つ開けていく時の臨場感が

伝わってきました。 

 １２年間ありがとうございました。これからも、よろしくお願いいたします。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 4日（金） 

北門が本日より通行できます！ 《本日のＷeb日記 その１》 

  

 １月から改修工事を行っていた北門ですが、本日より通行が可能になります。 

 写真のように、門扉は引き戸形式になり、また、階段の両側のフェンスも緑鮮やかな

ものになり、新しくなりました。 

 保護者・地域の方々には、長期にわたり、ご不便をおかけいたしました。ご協力あり

がとうございました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 3日（木） 

呼名を受けて、３年生全員が卒業証書授与の確認をしました 

  



 今日の卒業式練習では、３年生全員が呼名を受けて壇上に上り、卒業証書授与の確

認をしていました。生徒たちには、緊張した表情が見受けられました。もう少し、「はい」

という返事に元気があるとよかったですね。明日は、大掃除。今まで使ってきた教室等

をきれいにして、新年度後輩たちが気持ちよく使うことができるようにお願いします。 

 さて、今日は３月３日の雛祭り。校長室では、職員に作ってもらった「ひな人形」がお

出迎えです。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 3月 1日（火） 

３年生を送る会を行いました 

  

 今日の朝会では、生徒会本部が中心となって、３年生を送る会を行いました。１・２年

生は、学級委員の呼びかけで「３年生より早く並ぼう！」と声をかけあっていました。 

 在校生からは、生徒会本部の企画で「ビデオレター」と「メッセージカード」の２つのプ

レゼントが用意されました。 

 ビデオレターは、部活動ごとの個性あふれる映像には笑いも起こり、和やかな雰囲気

になりました。職員からは１文字ずつ「青春の想い出はいつまでも続く」のメッセージが

送られました。 

 在校生が書いた３年生へのメッセージカードは、全長３～４ｍの大きな模造紙に「あり

がとう」の文字をかたどって張り合わせたでした。大きなリボンで結ばれ、前生徒会長に

渡されました。 

 今日は３年生を送る会の写真を掲載できなくて、ごめんなさい。 

 

 今日の写真は、技術員室前の「なかちゅうギャラリー」。「ご卒業おめでとうございま

す」by技術員さんからのメッセージ。 

 そして、９組作成の今年度最後の３月のカレンダー。春らしいかわいいデザインです。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 2月 29日（月） 

”何かが違う金ちゃん”ではなかったです！ 



  

 小学校の校長先生にお願いをして、中川中学校区の３小学校の朝会でお話をさせて

いただくことになりました。今日はその第一弾として、中川小学校の朝会でお話をしてき

ました。実は私が卒業した小学校なので、久しぶりの母校はとても懐かしかったです。 

 運動会で皆さんが活躍していた姿を見ましたが、今日お会いした皆さんは、一段と頼

もしく、大きく成長されていました。子どもたちの成長は本当に嬉しいですね。 

 私が通っていた時に校舎の前にあった二宮金次郎の像が、正門の脇にありました。こ

れまた、懐かしかったです。私にとっては、”何も違っていない金ちゃんでした” ”まさか

り担いだ金太郎が、まきを担いだ金次郎”になったＣＭもありますが、変わっていなくて

よかった！ 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 2月 26日（金） 

保健講座 ～思わず顔がやさしくなりました～  

   

 中川中学校の特色ある教育活動の一環として、３年生の特別時間割に保健講座を４

時間行いました。 

 ５つの講座を生徒たちがクラスごとに回りました。講座は、次のとおりです。 

 １ 「思春期講座」は、体育館にて、いのちについて、そして、思春期の体と心の変化

について話がありました。 

 ２ 「ふれあい体験」は、本校の企画に応募していただいた市民の方の乳幼児と一緒

に遊び、また保護者の方々から子育てについて話をききました。 

 ３ 「育児体験」は、乳児人形で着替えやおむつ替えを行いました。 

 ４ 「妊婦体験」は、妊婦ジャケットを着用し、階段の上り下り、椅子に座る、買い物袋

を持つなどの体験をしました。ちなみに、妊婦ジャケットの重さは、６キロと８キロです。 

 ５ 「性感染症講座」は、性感染症についてのお話をしました。 

 

 今回は、１１名の保護者の方のボランティアにも参加していただき、大掛かりな取り組

みでしたが大変スムーズに行うことができました。ありがとうございました。 

 最近流行語になっている”イクメン”ですが、今日の男子の活動をみていると、いいパ

パになれそうです。 



 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 2月 25日（木） 

ちはやふる・・・・ 体育館は、「からくれない」ではなく、中中ジャージカラーでいっぱい！ 

   

 ３年生の百人一首大会が体育館で行われました。朝の冷え込みは厳しかったのです

が、体育館の中は生徒たちの熱気でいっぱい！３年生ともなると上の句を読み始める

と、札をとる音があちらこちらから、聞こえてきました。また、ステージ上では、クラスか

ら選抜された代表１名が１対１で対戦していました。こちらは、読んだ瞬間に札をとるハ

イレベル、まさに「ちはやふる」、すごい勢いに私は圧倒されてしまいました。 

 １・２年生は、今日も引き続き、横浜市学力・学習状況調査が行われました。 

 明日の３年生の時間は、保健講座があります。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 2月 24日（水） 

１・２年生は横浜市学力・学習状況調査  ３年生は”夢の国”へ 

  

 １・２年生は、横浜市学力・学習状況調査、国語・理科・社会に取り組みました。今年

学習した内容がどの程度定着しているのか、自分が苦手としている分野単元は何かを

客観的に把握することにより、これからの学習に生かしていきます。 明日は、数学・英

語・生活意識調査が行われます。 

 さて、３年生は、学校から離れて、東京ディズニー・リゾート、”夢の国”へと、卒業遠足

に出かけました。今日は北風が冷たかったのですが、出発１５分前には、全員がバス

乗車完了！目的意識が高いと遅刻はゼロになるものですね。あすも、遅刻ゼロで登校

してほしいです。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 2月 23日（火） 



みなさんが主役です！ 

  

 今日から卒業式練習が始まりました。３年教員からは、「義務教育修了」の節目となる

卒業式であり、中川中学校を巣だっていく雄姿をご列席いただいた方々にみていただく

ために、生徒・教員一緒に思い出に残る卒業式にしようと熱い思いを生徒たちに伝えて

いました。教員の話が終わると体育館の雰囲気は引き締まり、礼法、証書授与などの

確認が進めらていきました。 

 体育館のギャラリーには、「いい返事」「礼法」「証書の受け取り方」という垂れ幕が掲

げられ、生徒の意識を高めていました。 

 さて、明日は卒業遠足。東京ディズニーリゾートに行きます。生徒たちは、ＴＤＬとＴＤＳ

の希望するエリアで１日を過ごすことになります。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 2月 22日（月） 

工事は順調に進んでいます 

  

 体育館を覗いてみたら、３年生が卒業式の座席確認を行っていました。その後、球技

大会の実行委員が前に出て、お話をしました。球技大会は、３月２日の予定です。 

 さて、明日からいよいよ本格的な卒業式練習が始まります。しっかりと練習に取り組

み、１４日の卒業式では、立派に成長されたみなさんの姿をご家族に見せてください。 

 右の写真は、北門の工事の様子です。今日は生コン車が入って、ご覧のように門扉

周辺が整えられてきています。工事は順調に進み、予定どおり、卒業式には、北門が

通行できそうです。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 2月 19日（金） 

えっ！ １７日なの？！ 



  

 今日で１・２年生は学年末試験が終わりました。また、３年生は今日から卒業に向け

た特別な時間割になりました。今日は、昨年の卒業式のＶＴＲを見てイメージづくり、そ

して学年集会、学活では百人一首大会のメンバーを決めました。 

 さて、今日のタイトルの「１７日」は、３年生が中川中学校に登校する日数です。９年間

の義務教育の最後の１７日間が始まりました。 

 

 試験が終わると本来は部活動などの諸活動が始まりますが、本日はインフルエンザ

感染防止を考えて、諸活動は行いません。 

  

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 2月 18日（木） 

９組みんなで調理実習 ～３年生と一緒に～ 

  

 ９組では、３年生と一緒にみんなで行う最後の調理実習が行われました。今日の調理

は、「フライパン（ホットプレート） ＤＥ 八つ橋」。 

 昨日の準備の時間では、作る手順の確認と八つ橋の中身を何にするか意見を出し合

い、大盛り上がりでした。明日のお楽しみ！ということで今日を迎えました。お楽しみの

具は、右の写真のように、あんこ、チョコレートやいちご・ブルーべりーのジャム、はちみ

つなど全部で６種類。生徒たちは、自分の好きなものを選んで作りました。 

 今日の調理実習は、１年間のまとめということで、先生たちのアドバイスは最小限に、

自分たちで考え調理をしました。お互い協力して、美味しい八つ橋ができました。１年間

の成果が出ていましたね。 

 これから、３年生の学校生活では、「中学校生活最後の」という言葉がついてくること

が多くなると思います。思い出いっぱい、つくってくださいね。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 2月 17日（水） 



すてきな青空！気分は爽快といきたいところですが・・・・ 

   

 今日は空気が澄んで丹沢の山並みがはっきりと見え、空がとてもきれいです。気分は

爽快といきたいところですが、１・２年生は今日から学年末試験、３年生は公立高校の

面接や特色検査が行われていますので、「気分は爽快」はもうしばらく、お預けですね。 

 今日の試験は、国語・音楽・美術、明日は英語・数学・技家、明後日は社会・理科・保

体と続きます。 

 今年度最後の定期試験です。テスト返しが今日の青空のように晴れやかな気持ちで

迎えれるといいですね。あと２日頑張ってください。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 2月 16日（火） 

都筑区個別支援学級のお別れ交流会 

   

 東山田中学校体育館において、都筑区個別支援学級のお別れ交流会が行われまし

た。この１年間、区内の各中学校の生徒が分かれて班を作り、宿泊学習をはじめ、年

間を通した交流会で一緒に活動をしてきました。今日は、この班での活動も最後になり

ました。いろいろな場面で後輩たちをリードしてきた３年生に感謝の気持ちを伝え、そし

て３年生は後輩たちにこれまでの活動を託す交流会となりました。 

 【写真右】班対抗転がしドッジボール（変形したボールを転がして、どこに転がるかわ

からない、おもしろさ）で体育館は生徒たちの歓声でいっぱい！ 

 【写真中】みんなで合唱！もちろん、伴奏者と指揮者は、毎回大活躍の中川中コン

ビ！ 

 【写真左】３年生の皆さんに、後輩たちから、ステキな色紙のプレゼントがありました。 

 

 卒業式までの日数が、数えることができるほどになってきました。残された学校生活、

すてきな思い出いっぱい作ってくださいね。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 2月 15日（月） 

POP作りました！ by図書委員会 



   

 図書委員会の活動について前回紹介しましたが、お伝えできなかったことがあります

ので、ご紹介します。 

 写真のように「POP作りました」というポスターを目にしたので、図書室を覗いたとこ

ろ、お薦め本の POPが本と一緒に飾られていました。どの本も思わず読みたくなってし

まいます。 

   

 さて、明日は公立高校入試です。いよいよ受験も大詰め、明日の学力検査、そして、

明後日以降に予定されている面接・特色検査での健闘をお祈りいたします。 

 また、１・２年生にインフルエンザと思われる症状で欠席する生徒が増えつつあり、と

ても心配です。うがい、手洗い、十分な睡眠をお願いします。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 2月 10日（水） 

自然教室事前学習  ～どの班の作品が選ばれるかな？～ 

  

 １年生は自然教室に向けて班ごとに作成した事前学習の掲示物について、学年生徒

全員が投票しました。「牧場」「白樺湖」「田植え」など、各班がテーマごとに調べまとめ

たものです。廊下は、投票用紙を持った生徒たちでいっぱい。事前学習でまとめた１組

から７組までの作品を順番に見て、投票していました。 

 さて、どの班の作品が優秀作品になるのかな。 

 今日は３年生が私立高校の入試に臨んでいます。頑張れ、受験生！ 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 2月 9日（火） 

今月の９組のカレンダーは、もちろん節分！ 



  

 今日の朝会では、１週間遅れの話になってしまいましたが、節分の話をしました。１年

に４回あるある節分の中で、特に春がクローズアップされたのは、草木が芽吹き、新し

い生活に通じることからだと思いますが、まさに今週は新しい生活に向けた入試という

試練が３年生に待っています。 

 ２月は「自分の力で大きな山を乗り越える月」と言ってもよいかもしれませんね。 

 「鬼は外！」で、厄や災難を家から追い出したついでに、私たちの心の中にいる、「意

地悪鬼」「怠け鬼」「攻撃鬼」「甘え鬼」なども、学年末に向けて、ついでに追い払いましょ

う！ 

 話は変わり、図書室の廊下には、芥川賞・直木賞を受賞した作品や本屋大賞ノミネー

トされた作品が、入荷予定というお知らせがありました。 

 「あなたの１冊見つかります」 楽しみですね！ 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 2月 8日（月） 

写真部の作品が新しくなりました！ バレンタインバージョン！スイーツの写真も！ 

  

 職員室前に展示されている写真部の写真が、新しくなりました。作品の中には、週末

のバレンタインデーにちなんで、美味しそうなスイーツの写真がありました。私は甘いも

のが大好きで、思わず見とれてしまいました（言い訳がましいですが、当然写真のすば

らしさにですよ）。 

 今週はいよいよ３年生の私立一般入試が始まります。インフルエンザが流行っていま

すので、体調管理に気をつけてくださいね。 

 先週２月５日（金）は、中川中学校区の学家地総会を行いました。北門が使えず、ご

不便をおかけしておりますが、ご来校いただきありがとうございました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 2月 5日（金） 



本日の Web日記 第２弾！ がんばれ受験生！ｂｙ技術員さん 

  

 来週末からいよいよ私立高校の一般入試が始まります。 

 ３年生のみなさん、ご存じですか？技術員室の前にある「なかちゅう ぎゃらりー」に

「合格祈念」の温かいメッセージ！ 

 がんばれ受験生！応援していきます！ 

 ちなみに、このギャラリーの写真も毎月変わっていますよ。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 2月 5日（金） 

そうだ「京都」を知ろう！ 修学旅行に向けた取り組み《２年生編》 

  

 来年度の宿泊行事に向けた取組が、１・２年生で始まりました。以前、このホームペー

ジで１年生の取り組みを紹介しましたが、今回は２年生の取り組みを紹介します。 

 朝の中川の時間を活用して、２年の職員が京都の見どころ、魅力を語り、ローテーシ

ョンを組んで各クラスをまわる企画を行いました。仏像、庭園、建築等、様々な分野に

わたる話でした。 

 また、廊下には、「そうだ 京都を知ろう」というタイトルで、仏像や庭園など、テーマご

とにまとめて掲示されています。 

 奈良・京都の古都の知識を豊かにし、寺社を見学すると、楽しみも何倍になること間

違いなしです。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 2月 4日（木） 

都筑区生徒会リーダー研修会 



  

 ２月３日（水）、センター北駅のパナホーム会議室において、都筑区生徒会リーダー研

修会が行われました。区内８校の中学校から、各校６名の代表生徒が一堂に集まり活

動しました。 

 最初に親睦を深めるためにレクを行いました。参加した生徒たちは、当初緊張した硬

い表情でしたが、レクを進めるうちに和やかな雰囲気になってきました。 

 そして、レクの後は、３つのグループに分かれて、生徒会活動の活性化を目指した独

自の取り組みや工夫について、活発な意見交換を行いました。本校の生徒会本部役員

の皆さんも、積極的に発言していました。 

 今日の研修会で得られた情報を各中学校の生徒会活動の活性化に向け、大いに活

用してもらいたいと思います。学校をよくするためには、先生たちの力と合わせて、生徒

の皆さんの力が絶対必要です。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 2月 3日（水） 

SEPRO 第２弾！ 今日は中川小学校の皆さんも見学！ 

  

 今日は SEPROの第２弾！今回は１年生が行いました。AETの方が６名来校しまし

た。英語の授業の中で、生徒が６グループに分かれて、６人の先生方と「英語」のみの

会話で授業を行います。この時間の教室は日本語はまったくありません。教室内の唯

一の日本語は、私が教科担任に、こそこそと小声で質問する言葉のみでした。生徒た

ちは、臆することなく、流暢な英語で会話を楽しんでいました。 

 午後は中川小学校の児童の皆さんが授業を見学に来ました。今日で学区小学校３校

の見学が終わりになります。午後は１年生の SEPROの時間が組まれていて、右の写

真のように、中川小学校の皆さんで教室はいっぱいになりました。 

 ２月末から３月上旬にかけては、私が小学校の朝会でお話をさせていただくことにな

りました。よろしくお願いします。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 



2016年 2月 2日（火） 

中学校生活最後の定期テスト 

  

 今日・明日の２日間、３年生が学年末テストです。今日は、英語、数学、社会に取り組

みました。明日は、国語と理科です。３年生が受ける中学校生活最後の定期テストにな

ります。これを終えると、いよいよ高校入試となります。いつもどおり落ち着いた雰囲気

で取り組むことができていました。多くの生徒が、体調管理を行ったうえで、計画的に学

習を進め、試験に臨むことができたのではないでしょうか。明日もありますのでしっかり

と結果を積み上げて、自信につなげて欲しいと思います。今は、高校入試の結果が出

るまで努力を惜しまず、継続してください。（副校長） 
 

 

2016年 2月 1日（月） 

自然教室に向けて（１年生） 

  

 今日から２月になりました。振り返ると、あっという間の１月でした。これからも、２月、

３月があっという間に過ぎ、卒業式、修了式を迎えることになりそうです。 

 １・２年生は、来年度の宿泊学習に向けた事前学習の取組が始まりました。１年生は

自然教室、２年生は修学旅行への取組になります。 

 さて、今回は、１年生の自然教室にむけた取組を紹介します。１年生は、クラスの班ご

とに、調べる項目を決め、自然教室で行う「そば打ち」「飯盒炊飯」「田植え」などについ

て調べています。１年生の廊下には、生徒たちが調べたことがテーマごとに掲示されて

います。 

 イラストを交え、工夫されたレポートがたくさんありました。 

 

  学校長  栗原 公明    
 

 

2016年 1月 29日（金） 

小学生授業見学 



  

 今日の５校時、牛久保小学校６年生が授業を見学するために来校しました。見学した

のは、１年生７クラスの授業です。国語・数学・英語が２クラス、音楽１クラスを見学がで

きました。最初のうちはなかなか教室に入りにくくて、窓ガラス越しに見ていましたが、

徐々に静かに後ろの扉から入って見学できるようになっていました。中学校の先生とお

話をする児童も現れました。６年生の皆さんにとって、中学校はどう映ったでしょうか。

先生方はどう見えたでしょうか。あと２か月ぐらいで入学する児童もいると思います。一

緒に楽しい中学校生活にしましょう。（副校長）  
 

 

2016年 1月 28日（木） 

授業参観・学級懇談会ありがとうございました 

  

 今日は今年度最後の授業参観・学級懇談会を行いました。北門が通行できず、ご来

校していただく時にご不便をおかけしましたが、多くの皆様にご来校いただき、まことに

ありがとうございました。 

 今週は私立高校の出願、公立高校の出願が続き、３年生もいよいよ受験本番となっ

てきました。職員室の前の廊下には、学校に戻って受験番号等を３年職員に伝えるボ

ードが置かれていました。 

 さて、都筑区内でもインフルエンザの流行の兆しがみられ、区役所からも注意喚起の

情報が届いています。 

 試験のことが心配だと思いますが、しっかり食事をとり、十分な睡眠を心掛けてくださ

い。 

 

   学校長  栗原 公明  
 

 

2016年 1月 27日（水） 

東急ギャラリーバス 《写真部編》 



  

 １２月中旬から、東急バスが企画しているギャラリーバスに美術部の作品が掲出され

ていることは、この Web日記でもご紹介しましたが、１月からは本校写真部の作品が掲

出されています。 

 先日バスに乗車し、車内を撮影させていただきました。作品のどれもが力作ぞろい

で、バスにご乗車されるお客様に好評をいただいているとのことでした。 

 また、職員室前の写真も入れ替えられていますので、ご来校の際にはご覧ください。 

 

   学校長  栗原 公明  
 

 

2016年 1月 25日（月） 

北門の工事が始まりました！ 

   

 今日から北門の工事が始まりました。左の写真は、道路側から階段に入るところの写

真です。階段への通路がフェンスによって通行止めになっています。ここから先は、通

路に入ることはできません。 

 また、中央の写真は北門付近の写真です。校庭側からは、このようにフェンスで囲ま

れ、ここから先も入ることはできません。 

  

 さて、右の写真は、細かいところまでお伝えすることができず残念ですが、昨日の地

域防災拠点訓練のようすを写真部が取材し、さっそく写真をプリントして、校長室付近

の廊下に掲示しました。訓練のようすがとてもよくわかる写真集にまとめられていまし

た。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 1月 24日（日） 

地域防災拠点訓練が行われました 



   

 本校のグランド、体育館において、地域防災拠点訓練が行われました。天気予報で

は降雪が予報され心配でしたが、晴天となりホッとしました。しかし、風が冷たく、寒さの

中での訓練になりました。 

 本校からは、保健委員、写真部、バドミントン部の生徒たちが多数参加しました。体育

館では、避難生活場所区割り訓練、校庭では、防災資機材取扱い訓練、通用門近くで

は、緊急給水栓作業訓練が行われ、生徒たちもグループに分かれて参加しました。 

 また、避難生活訓練では、炊き出しが行われ、ここでも生徒たちが、おにぎりをつくっ

たり、参加者に配布するための袋詰めをしたりと大活躍でした。 

 発災した時には、中学生の力が大きな力となることを改めて感じる訓練でした。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 1月 22日（金） 

《今日の Web日記 第３弾！》来週から、北門の工事が始まります。階段が使えないの

で、早めの登校を！ 

  

 生徒・保護者・地域の皆様にお知らせしてきましたが、いよいよ来週から、北門の工

事が始まります。北門の階段の通行が、３月１１日までできません。皆様には、大変な

ご不便をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 放課後、校内を歩いていたら、陸上部の生徒が階段を使ってのトレーニングをしてい

ました。しばらくは階段でのトレーニングもできなくなり、工事前の最後の練習かなとい

う思いで練習をみていると、ちょっと感傷的になる私でした。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 1月 22日（金） 

《第２弾》 ２年福祉学習会 



  

 ２年生は体育館で福祉学習会を行いました。障害のある方々への理解を深め、差別

や偏見をなくし、ともに生きる心、人を思いやる心を育てることをねらいとしています。 

 今回は、講師として、視覚障がい者バンドの「無礼面」（ぶれーめん）の代表の方にお

話と演奏をお願いしました。 

 前半は、生徒も参加して、障害物がある時に視覚障がいの方をどう案内するのか、

「何かお手伝いしましょうか」「何かお困りでしょうか」という声かけの大切さなど、具体的

な事例を交えて、わかりやすくお話をしていただきました。 

 そして、後半は５名のバンドメンバーでライブ演奏が行われました。 

 ２時間の事前学習と今日の貴重な体験をこれからの生活に大いにいかして欲しいと

思います。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 1月 22日（金） 

今日の Web日記は３連発！ 《第１弾》１年 職業講話編 

  

 １年生は職業講話を行いました。様々な職業に就かれている方々にご来校いただき、

ご自身の職業についてのお話を伺いました。横浜市交通局、弁護士、幼稚園、農家、

新聞社、消防署、警察署の方々をはじめ、１２名の皆様方が、各教室で待機していただ

き、生徒が希望する職業の教室に行き、お話を伺いました。 

 社会の最前線でご活躍されている方々のお話に、生徒たちは真剣な態度で臨んでい

ました。 

 生徒たちは都筑署からきていただいたパトカーに乗せてもらっていましたが、私も運

転席に座らせてもらいました。当然ながら、生まれて初めてのことでした。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 1月 21日（木） 

書初めに囲まれて ～私立高校推薦入試がんばれ！～ 



   

 教室には書初めが掲示されています。今日は暦のうえでは、「大寒」。一年でもっとも

寒い時期になりましたが、今週は寒い日が続き、今日も風が冷たい一日でした。書初

めに「美しい自然」という文字がありましたが、学校からは、美しい富士山がきれいに見

える日が続いています。 

 また、生徒たちは「新たな決意」を胸に新年を迎え、学校生活がスタートしました。明

日は多くの私立高校の推薦入試が行われます。「絶対合格」という強い思いを胸に、明

日の試験では、高校生活への思いをしっかりと伝えてください。皆さんの合格を心より

お祈りいたします。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 1月 20日（水） 

新刊貸し出し 本日よりスタート！ 

  

 本校図書室の情報です。年が明けて校内に、「新刊図書 １月２０日より貸し出しスタ

ート！」のポスターが掲示されています。 

 図書室を覗くと、新刊コーナーがレイアウトされ、思わず借りたくなってしまいました。

最近テレビで話題になった「下町ロケット２」、グラスホッパーも書棚にありました。魅力

ある本がたくさんありますので、生徒のみなさん、ぜひとも図書室へ！ 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 1月 19日（火） 

９組が市合同学芸会に出演！ 

  



 昨日のホームページでは、９組の生徒たちが合同学芸会に向けたリハーサルを体育

館で行っているようすを紹介しましたが、本日西公会堂にて、合同学芸会が行われまし

た。 

 『結晶 ～大地に咲く仲間の花～ 』というタイトルにふさわしい、９組の仲間の息がぴ

ったりとあったすばらしい演奏でした。太鼓の力強い音がホールいっぱいに響き、生徒

の真剣な表情とかけ声が、ホールの人たちを魅了しました。そして、演奏を終わった後

の生徒たちのやり遂げた清々しい表情がとてもすばらしかったです。 

  

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 1月 18日（月） 

今日は寒い！ でも体育館は、リハーサルで熱い！ 

  

 今日の未明からの雪は、登校時は雨になりましたが、写真のように敷地内には雪が

残っていました。登校する生徒たちのために、職員が雨の中、雪かきをして、生徒が登

校する時には、通路は確保できました。また、北門の階段も職員が雪かきを行い、下校

時には安心して通ることができるようになりました。 

 先週から私立高校への出願が始まり、今日も出願する生徒がいます。足元の悪い中

ですから、気を付けてくださいね。 

 さて、話は今日のタイトルに戻りますが、明日、西公会堂において、横浜市個別支援

学級・特別支援学校合同学芸会が予定されています。９組はプログラム１１番目、和太

鼓の演奏を行います。タイトルは、『結晶 ～大地に咲く仲間の花～ 』。今日のリハー

サルは、本番さながらの真剣さと熱い思いが伝わってきました。 

 明日の演奏が楽しみです。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 1月 15日（金） 

小中一貫授業研究会 

   



 本年度は、本校と牛久保小学校を会場として、本校と中学校区内の３小学校の先生

方で授業を参観をして、それぞれの会場で研究討議を行いました。小学校では算数と

道徳を１クラスずつ公開しました。本校では、理科１年２クラス、英語も１年２クラスの公

開となりました。小学校の学習内容や生徒の小学校時の取り組み姿勢と比較しながら

の参観だった小学校の先生と、自分の担当教科での様子と比較しながら参観した中学

校の先生が、授業の在り方について話し合いを行いました。今日の話し合いで明らか

になった義務教育９年間の連続した学習についての成果と課題を、今後につなげてい

きたいと思います。（副校長）  
 

 

2016年 1月 14日（木） 

北門門扉改修工事にともなう北門通行止めのお知らせ 

  

 校舎北側の門扉及び階段・通路に設置されているフェンスが、経年劣化のため、改修

工事を行うことになりました。工事期間中は、安全を最優先していくために、北門と北門

に通じる階段・通路が通行できなくなります。 

 登下校や日常生活で利用されている生徒・保護者・地域の皆様方には、大変なご不

便をおかけすることになりますが、ご理解とご協力よろしくお願いいたします。 

 

 《工事期間》 

  平成２８年１月２５日（月）～３月１１日（金） 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2016年 1月 13日（水） 

この冬一番の寒さ！ 

  

 これまでは穏やかな日が続いていましたが、今朝は霜が降りて真っ白、都心でも初氷

というニュースが報道されていました。このような急激な気温の変化は、体調を崩しや

すく、特にこの季節はインフルエンザが心配になります。 



 本日ご家庭にお配りした保健だよりに、インフレンザ（感染症）の特集が組まれていま

した。寒さとともに、本校でもインフルエンザ様症状による欠席者が、次第に増えていま

す。７日は３人、８日は３人、１２日は６人です。体調が悪い時は無理に登校せず、早め

に休むようにしましょう。発熱した場合は受診するようにお願いします。 

 インフルエンザは出席停止対象の感染症です。欠席にはなりません。 

 

  出席停止期間は、学校保健安全法で決まっています。 

  「発症した後５日を経過し、かつ解熱した後２日を経過するまで」 

 

 今日の写真は、面接練習を廊下で待っている３年生の生徒たちです。廊下を歩いて

いると、面接をイメージしているのかな、ちょっと緊張気味で友達と確認しているのか

な、自信がありそうだな等、生徒たちの様子は様々でした。練習を重ねて、自信につな

げてくださいね。 

 

   学校長  栗原 公明  
 

 

2016年 1月 12日（火） 

東急ギャラリーバスの紹介！ 

  

 東急バス東山田営業所の企画として、営業所管内の学校の子どもたちの作品をバス

に展示する「ギャラリーバス」が運行しています。 

 本校美術部のクリスマスをテーマにした作品が、１２月からのギャラリーバスに展示さ

れていました。全部で１９点のクリスマスのイラストです。ご紹介が大変遅れて申し訳あ

りませんでした。 

 なお、今月中旬からは、写真部の作品が２月６日までの予定で展示される予定です。 

 ギャラリーバス路線は、鷺沼駅～東山田営業所の路線になります（ごくわずかです

が、鷺沼駅～センター北駅のバス便があります）。 

 

   学校長  栗原 公明  
 

 

2016年 1月 8日（金） 

教育相談が始まりました 



  

 今日から冬休み明けの教育相談が始まりました。１月は新しい年を迎えて、気持ちを

あらたに今年の目標を立てるとともに、学年末に向けてまとめのスタートになります。今

日の教育相談では、休み明けの生活のようすや学年末に向けての生活などについて、

担任の先生と面談をしています。 

 特に３年生は、この時間を利用して、入学試験に向けて面接練習を行っています。３

年生の教室や会議室・特別教室などを利用しての面接ですが、教室の前では、緊張し

た表情で生徒たちが待っていました。 

 

  学校長  栗原 公明   
 

 

2016年 1月 7日（木） 

授業が始まりました 

   

 今日から冬休み明けの授業が始まりました。８時３０分からの全体朝会では、今回も

いつも通りほぼ時間通り整列完了。なかなか立派なことです。朝会では、私から「１年

の計は元旦にあり」ということから、ことの始めに計画をたて準備にあたることの大切さ

を話しました。できれば、１年の最初に限らず、月の最初、１日の最初にやるべきことを

考え計画できるとよいですね。今日何ができたか、何ができなかったか。小さな成功体

験を積み重ねることが、成長につながっていくと思います。 

 話は変わり、昨日は都筑区賀詞交歓会がありました。その会では、都筑スポーツ・文

化賞受賞者の表彰があり、本校からは、日本クラブユースサッカー選手権（U-15）大会

優勝メンバーの生徒、国際青少年空手道選手権大会で優勝した生徒が表彰されまし

た。 

 また、その会のプログラムの一つとして、南山田虫送り保存会の皆様によるお囃子が

披露され、本校生徒や本校の卒業生がお囃子メンバーとして演奏し、お正月の雰囲気

を盛り上げました。 

   

  学校長  栗原 公明   
 

 

2016年 1月 6日（水） 

明日から授業が始まります 



  

 明日から冬休み明けの授業が始まります。９組のカレンダーは雪だるまとかまくら。年

末年始は暖冬で、雪不足のスキー場にとっては、羨ましいイラストになりました。 

 さて、以前にも紹介しましたが、技術員室前の廊下に、技術員さんが撮影した写真が

展示されている「なかちゅう ぎゃらりー」が、新年を迎え、作品が入れ替わりました。明

日登校された際に、またご来校された際に、ぜひご覧ください。 

 明日は全体朝会後、通常授業となります。お弁当も忘れずにね。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2016年 1月 5日（火） 

生徒たちの元気な声が、校内のあちらこちらから聞こえてきます 

   

 お正月明け２日目の今日は、上グランド、体育館、武道場、下グランド、校内から、生

徒たちの元気な声があちらこちらから聞こえてきました。体育館ではバスケットボール

部・男子バレー部、グランドでは野球部・サッカー部・陸上部、武道場では剣道部、校内

では吹奏楽部が練習をしています。校内を歩いていると、生徒たちの元気なあいさつが

返ってきます。とても清々しい気持ちで、校内をまわることができました。 

 さて、７日から授業が始まります。冬休み明けの学校生活がスムーズに始めることが

できるように準備をしておいてくださいね。 

 

  学校長  栗原 公明   
 

 

2016年 1月 4日（月） 

明けましておめでとうございます 

  



 明けましておめでとうございます。学校から望む港北ニュータウンの街並みの向こう

に富士山がはっきりと見えました。 

 平成２８年になりました。今年は１月なのに、日中は春を思わせる穏やかな日が続い

ています。とはいえ、年末年始のゆるい生活に慣れた私の体には、朝の寒さはきつか

ったです。 

 さて、緩みきった私とは違い、男子バレー部、バスケットボール部、吹奏楽部が、元気

に練習に励んでいました。 

 一般教室が並ぶ校舎内は、年末の大掃除のおかげでピカピカ。こどもたちの声が聞

こえない校舎は、寂しいものです。 

 

  学校長  栗原 公明   
 

 

2015年 12月 25日（金） 

 

  

 今日は冬休み前の最後の授業。午前中は通常通りの教科授業を行い、午後は全体

集会を行いました。定刻の１分前には整列を終え、集会を始めることができました。時

間通りに始められることは、素晴らしいことです。 

 集会では私からの話として、１２月の人権週間、横浜市いじめ防止啓発月間に触れ、

先日人権作文で最優秀賞を受賞した作文の一文を引用させてもらいました。改めて、

「相手を知ること」、お互いに多様な価値観を認め合うことの大切さを伝えました。 

 最後に行われた表彰では、横浜市総合文化祭の作曲部門で最優秀賞を受賞した２

年生男子がご自身が作曲した『ゴーストたちの館』を演奏しました。体育館は大きな拍

手に包まれました。 

  

 今年もあとわずかとなりました。たくさんの方に、本校のホームページをご覧いただ

き、まことにありがとうございました。 

 よいお年をお迎えください。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 12月 24日（木） 

校舎内をきれいにして新年を迎えます！ 



   

 今日は全校生徒で校舎内の掃除をしました。 

 朝校内をまわっていると、生徒昇降口の靴箱には、ほとんど靴が入っていない空の状

態でした。「えっ！」と思ったのですが、今日の靴箱清掃がやりやすいように考えて、各

自が袋を用意して教室に持っていったのです。「なぜやるのか」を考えた行動ですね。 

 さて、その昇降口は、左の写真のように靴箱の一つひとつをきれいに掃き出し、雑巾

がけをします。靴箱一つひとつの清掃ですが、終わってみると靴箱全体がとてもきれい

で気持ちがいい！そして、昇降口清掃の生徒たちが丁寧に砂を集めたのが、中央の写

真。あっという間に、砂の山ができました。 

 校内の教室・廊下は、一生懸命に床拭きをしている生徒、机やいすの足を丁寧に拭

きとっている生徒、教室の出入口のレールをブラシと割り箸を駆使してきれいに清掃を

している生徒、階段や廊下の隅々までていねいに雑巾がけをしている生徒、職員室前

の長い廊下を端から端まで雑巾がけをしている生徒、まだまだ紹介しきれませんが、本

当によく清掃をしていました。 

 年内の授業も明日で終わります。きれいになった校舎内で一年を終え、そして新年を

迎えることができます。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 12月 22日（火） 

先生たちも勉強しています！ 

   

 今日は校内授業研究会を行いました。初任者の国語と数学の授業、そして輪番制の

今年度担当の音楽と保健体育の授業を全職員で参観し、その後研究協議を行いまし

た。それぞれの授業を振り返り、成果と課題、改善点などについて話し合い、研修を深

めました。 

 横浜市では、１０年未満の教職員が半分あまり。授業を参観することは、授業力向上

にとって大きな力となります。 

  

  学校長  栗原 公明    
 

 

2015年 12月 21日（月） 

週末の生徒たちの活躍レポート 《その２》 



  

 １２月１９日（土）午後３時から、学区内のマンションのルミエラガーデンにおいて、吹

奏楽部がクリスマスコンサートを行いました。 

 当日は午後は日差しが弱くなり、肌寒い中での演奏でしたが、生徒たちのすてきなサ

ウンドと心が込められた演奏に、心はほっこり！クリスマスソングのメドレー、最後は本

校吹奏楽部の十八番「ルパン３世のテーマ」でコンサートが終わりました。たくさんの方

に聞いていただき、ありがとうございました。 

 この日は、西公会堂での作曲コンクールの演奏、そして吹奏楽部の演奏と、仕事で疲

れていた週末でしたが、ホッと一息、癒されたひと時でした。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 12月 21日（月） 

週末の生徒たちの活躍レポート 《その１》 

  

 平成２７年度 横浜市立学校総合文化祭 『文化交流会』が、１２月１９日（土）西公会

堂で行われました。 

 会場では、プログラムの最初に、中学校作曲コンクール自由創作部門において『最優

秀賞』を受賞された本校生徒が演奏しました。最優秀賞作品は、『ゴーストたちの館』

（１ 薄暗い廊下 ２ ゴーストたちの憂い ３ いかれた打ち上げ）。 

 今週２５日（金）の全体朝会の表彰の時に、体育館で演奏してもらい、全校生徒に聞

いてもらう予定です。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 12月 18日（金） 

今日の朝会は生徒主体の保健朝会！ 



  

 今日の朝会は、保健委員会のみなさんが、健康について取り組みました。 

 委員の皆さんが発表に工夫を凝らし、寸劇とクイズを織り交ぜながら、睡眠や朝食の

ことなどについて説明し、全校生徒の健康への意識を高めるきっかけになったことは間

違いなし！ 

 朝会後は、各学年で保健学習を行いました。１年生は、「喫煙防止教育」、２年生は

「飲酒防止教育」、３年生は学校薬剤師の先生を講師にお招きし、「薬物乱用防止教

育」を行いました。 

 子どもたちを取り巻く環境には、子どもたちをターゲットとする心配なことがたくさんあ

ります。自分自身が正しい知識を持ち、的確に判断する力を身につけることが大切で

す。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 12月 17日（木） 

キャリア教育の取組 ～１・２年生～ 

   

 １・２年生の廊下には、生徒がまとめたキャリア教育関係のプリントが掲示されていま

す。 

 １年生は、生徒たちが身近なおとなの人にインタビューをして、職業調べを行いまし

た。いろいろな職業が紹介されています。年明けの１月には、お仕事をされている方に

講師として来校してもらう「職業講話」を予定しています。 

 ２年生は、先日の職場体験の事後学習として、自分の体験報告をまとめました。２日

間の体験でしたが、生徒のレポートから、多くのことを学んだ貴重な体験だったことが

伝わってきました。 

 廊下のポインセチアをみると、クリスマス、年末を実感しますね。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 12月 16日（水） 

廊下は芸術作品がいっぱい！ 都筑区美術巡回展 



  

 職員室前の廊下は、写真部の作品とあわせて、現在は都筑区内の美術科巡回展の

作品が掲出されています。美術の授業で制作した作品が紹介され、改めて生徒たちの

創造力のすばらしさを大いに感じました。 

 話はかわり、昨日は第３回学校運営協議会を行いました。今回は、生徒会本部役員

に参加してもらい、「学校に対する見方・考え方」「地域に対する見方・考え方」という視

点で、本部役員と懇談しました。本部役員からは、地域と学校のつながりを考えた建設

的な意見が出されました。中川中の生徒代表として、とても頼もしい存在でした。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 12月 14日（月） 

職員室前の写真部ギャラリー新作紹介  なんと！ＪＲ山の手線の新型車両も！ 

  

 本校の職員室前には、写真部のギャラリーがあります。とてもすてきな写真に楽しま

せてもらい、そして癒してもらっています。 

 さて、先日写真部が横浜三渓園へ撮影に出かけました。新作が掲出されていますの

で、お知らせします。紅葉をはじめ、美しい三渓園の自然を背景としたした写真がたくさ

ん撮影されています。 

 また、先日話題となり、残念ながら１日限りの運行となってしまいましたが、ＪＲ山の手

線の新型車両の写真もありました。さすが、早い！ 

 今日から東急バスのギャラリーバスに美術部のクリスマスのイラストが掲出されてい

ます。鷺沼駅～東山田営業所・センター北駅路線を走るバスです。１月半ばからは、ギ

ャラリーバスの作品は、美術部から写真部に変わります。ご期待ください。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 12月 11日（金） 

校内を歩いていると墨の香り 



   

 今日の登校時は土砂降りとなり、生徒たちは足元がひどく濡れた状態での登校となり

ました。 

 昨日から今日の午前中までの降水量が、平年の１２月に降る１か月分だったとのこ

と。しかも、気温は１０時過ぎに、２０度を超えるという観測史上初めての記録らしいで

す。季節外れの大雨と高温ですから、体調管理に気を付けないといけないですね。 

 写真中央と右は、登校時の激しい雨が流れ落ちている昇降口の写真、そして１０時過

ぎに学校から港北ニュータウンを望んだ写真です。 

 

 このような不安定な気候ですが、生徒たちは落ち着いて学習に臨み、校内を回ると生

徒たちの元気な発言が聞こえてきました。左の写真は、廊下を歩いていると、「墨」の香

りがしてきたので、教室をのぞいてみると、３年生の書写の時間でした。もうすぐお正

月、お正月といえば、書初めですね。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 12月 10日（木） 

安全で安心できる柔道の時間を目指して 

  

 武道の授業・部活動等をより安全に実施するため、教育委員会より、武道安全等指

導員の中学校への派遣が行われています。今日は本校に、武安全等指導員が来校

し、午前中、柔道の授業を参観し、指導教員にアドバイスを行いました。 

 私が参観した授業は、基本的な受け身から技の練習へと発展していき、生徒たちは

自分のレベルに合わせた授業展開に、とても楽しく積極的に授業に取り組んでいまし

た。 

 今日も寒い一日でしたが、武道場は生徒たちの熱気に包まれていました。 

 

  学校長  栗原 公明   
 

 

2015年 12月 9日（水） 

午後の校長室はずーと「接客中」だね！？ 



   

 本日午後の時間、校長室の扉のプラカードは、長い時間「接客中」の表示でした。実

は昨日から、私立高校の推薦入試を受験する生徒を対象に、校長と面談をしていま

す。緊張して校長室に入ってきますが、生徒たち一人ひとりが面談で話す高校への思

いを聞いていると、高校生活で頑張りたいことなど、とても熱い気持ちが伝わってきまし

た。明日以降もしばらく面談は続きますが、皆さんの希望が叶うことを心よりお祈りいた

します。 

 さて、中央の写真ですが、本校の技術員さんの作品が、『よこすか海道ウォーク・フォ

トコンテスト』で見事入選！ その作品が、縮小されて廊下の片隅に展示されています

が、お気づきになられましたか？  

 振り返れば、文化祭の時にも、技術員さんが学校の敷地の雑草を刈り取ったあとに

「アート」が出現！（写真右） 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 12月 8日（火） 

演劇部がグループホームを訪問！オリジナル脚本を上演！ 

   

 今日の放課後、演劇部がグループホーム「ニチイのほほえみ」において、『コメディ・ク

リスマス・イヴ』という演目で劇を行いました。この劇は、脚本から生徒が作ったオリジナ

ル劇です。 

 ストーリーは、サンタクロースが来るのを楽しみにしている妹たちにお姉さんが、「最

近のサンタクロースはジャージを着て軍手をしているよ」とからかったところ、その夜、姉

が言ったような泥棒が姉妹の家に入り、姉妹たちはサンタクロースだと思い込み、その

泥棒とやり取りをするコミカルな劇でした。 

 グループホームの皆さんは、大喜び！本当によく考えられた脚本で、私も大いに楽し

ませてもらいました。 

 なお、今日の劇は、１２月６日にセンター北駅で行われた「ドイツクリスマスマーケッ

ト in 都筑 2015」でも上演されました。 

   

  学校長   栗原 公明  
 

 

2015年 12月 7日（月） 



あっという間に落ち葉の袋がいっぱい！写真部・陸上部のみなさん、ありがとうございま

す。 

   

 毎月第一日曜日に行っている牛久保東自治会の地域清掃が昨日行われました。今

回は、写真部と陸上部のみなさんに参加してもらいました。 

 写真のように紅葉してしている樹木がありますが、１２月の訪れとともに落ち葉の量も

一気に増えてきました。緑道や階段付近には落ち葉が積もり、滑りやすく歩きづらくなっ

ていました。生徒たちが落ち葉掃きを始めると、用意した袋はあっという間にいっぱい

に！ご覧のように、清掃終了後に集めたごみ袋は、山のようになりました。 

 生徒たちのパワーで、緑道や階段は、見る見るうちにきれいになっていきました。地

域の方々も改めて中学生のパワーに納得し、感謝されていました。 

  

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 12月 5日（土） 

ふれあいフェスタ 《Ｐａｒｔ４》  約７００名のご参加をいただきました 

   

 ふれあいフェスタの会場では、ステージ発表の他に、今年は、ホールにて美術部の

「パラパラまんがによるアニメーション」上映、体育館内では写真部の作品展示、そして

科学部による「プロジェクション・マッピング」上映がありました。ご来場された皆様が、

「すごい！」「すごい！」を連発。 

 今年のふれあいフェスタは、参加者を含め、約７００名の方のご来場をいただきまし

た。出演していただきました地域の皆様方をはじめ、たくさんの皆様にご来場いただき、

まことにありがとうございました。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 12月 5日（土） 

ふれあいフェスタ 《Ｐａｒｔ３》 

   



 ダンスの発表はさらに続きます。中川小学校２年生、５年生のダンス発表が続き、会

場からは大きな拍手がわきました。そして、プログラム最後は、南山田町内会・虫送り

保存会囃子部の皆様による「お囃子・ひょっとこ踊り」が披露され、歴史ある町・中川を

改めて再認識しました。 

 今回の会場設営にあたっては、男女バスケットボール部、野球部、陸上部の生徒の

みなさん、そして会場の片づけは吹奏楽部のみなさんが大活躍。本当に助かりました。

ありがとうございました。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 12月 5日（土） 

ふれあいフェスタ 《Ｐａｒｔ２》 

   

 次は、南山田小学校４年生の合唱、そして３年生のリコーダーと続きました。ここまで

のプログラムは、合奏・リコーダー奏・合唱が中心でしたが、これより、牛久保小学校の

ダンス。ダンスミュージックに合わせたパフォーマンスに、会場の手拍子もひときわ大き

くなりました。 

 限られた時間の中での練習だったと思いますが、それぞれがすばらしい発表でした。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 12月 5日（土） 

中川中学校区 ふれあいフェスタ 《Ｐａｒｔ１》 

   

 例年行ってきた『ふれあいコンサート』ですが、今年度は都筑区こども青少年育成支

援のためのモデル事業とあわせ、『ふれあいフェスタ』という名称で実施しました。学区

小学校と各学校ＰＴＡ本部の皆様に運営のご協力をいただき、とても盛会となり、多くの

皆様がご来場になりました。ありがとうございました。 

 プログラムの順に紹介します。本校吹奏楽部のファンファーレで開会しました。最初に

中川中学校吹奏楽部による演奏、途中各パートごとの紹介と簡単な演奏が入りまし

た。そして、中川小学校４年生による合唱とリコーダー奏、牛久保小学校４年生による

合唱とリコーダー奏と続きました。 

 この続きは、《Ｐａｒｔ２》で！ 



 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 12月 4日（金） 

今日から、１・２年生も面談が始まりました 

  

 昨日のＷｅｂ日記では３年生の個人面談が始まりましたということを掲載しましたが、

今日からは１・２年生も個人面談がはじまり、全学年、面談になりました。 

 さて、今日の写真はタイトルにはつながりませんが、図書室の廊下の壁面には、クリ

スマスをイメージするステキなポスターが掲示されていたので、図書室をのぞいてみた

ら、入口近くの机上にクリスマスにちなんだ本がきれいに並べられていました。 

 ちょっとした工夫と心遣いに、心がホッとさせられ、思わず本を手にとりました。 

 つい先日までハロウィンのオレンジカラーが、気が付くと赤と緑のクリスマスカラーに

変わっている世の中でした。 

  

 明日は、中川中学校体育館において、「ふれあいフェスタ」 といって、学区の中川

小、南山田小、牛久保小と中川中学校の児童・生徒の合唱や演奏などの発表が、１２

時５０分より予定されています。多くの皆様のご来校をお待ちしております。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 12月 3日（木） 

個人面談（３年） 

   

 本日から３年生が、明日から１・２年生が、個人面談です。後期に入ってからの学習・

生活面の様子から身についたこと、成果はもちろんのこと、今後すべきことの確認を、

冬休み前のこの時期にします。そうすることで、これから来る長い休みも有意義に過ご

すことができます。特に年末年始は、世の中全体が慌ただしくなります。そんな中でもし

っかりと規則正しく自分のペースで過ごせるよう努めてほしいと願っています。３年生

は、これからの進路に向けた話が中心になるかと思います。限られた時間の中で、何

を大切にして過ごしたらよいのかその答えを見つけ出していただけたらと思います。 



 12月に入り、急に寒くなりました。廊下に暖房機器はありませんので、防寒の用意を

お願いします。（副校長）  
 

 

2015年 12月 2日（水） 

あれっ！生徒の靴がない！ 安心してください、今日も職業体験でした 

  

 今日もいつものように校内を巡回し、１・３年生がいるＡ棟校舎から２年生のＢ棟校舎

に入ると靴がないので、「あれっ」と一瞬思いましたが、今日も２年生は職業体験、２日

目、最終日でした。 

 私も昨日、学校近隣の事業所にあいさつに伺い、生徒たちが一生懸命に働いている

姿を見ることができました。品出しを頑張っている生徒、コンビニの服がとっても似合っ

て販売業務をしている生徒、幼児と一緒に昼ご飯をたべている笑顔いっぱいの男子生

徒など、ブログに書ききれないくらいの頑張っている生徒の姿がありました。 

   

 【写真右】 

 ＰＴＡ本部役員の方に作っていただいた「中川中学校職業体験」のプレートです。今回

の職業体験にご協力いただいた事業所にお配りしました。すてきなプレートありがとう

ございました。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 12月 1日（火） 

職業体験１日目 

   

 ２年生が職場体験学習で地域に出かけました。校長は、出勤の途中に職場体験に向

かう２年生の姿を見かけました。小学生の集団登校のように並んで歩いている姿に微

笑ましく思うと同時に、なか中生として頑張っていると感じられたそうです。  

 職員が手分けをして各事業所に様子を確認に回りました。帰校して報告を聞くと、総

じて子供たちなりに真剣に取り組む姿が見られ、頑張っていると感じられたようです。 

 放課後になるといつも以上に電話が鳴り続けました。職場体験終了の連絡です。電

話のそばには２年職員が待機していました。子供の報告を受けると同時に今日の取組



を振り返らせたり、取り組んでみた思いを聞き出したりして状況を把握・確認していまし

た。生徒は、いろいろな意味で貴重な体験をした一日でした。 

 ところが普段できない体験のためか、終了のあまり緊張の糸が切れたのか、連絡を

忘れていた生徒もいました。疲れて寝てしまった生徒もいました。職員は、確認を１８時

過ぎに終え、その後、本日の振り返りと明日に向けての確認を始めました。(副校長) 
 

 

2015年 11月 30日（月） 

明日から１２月になります 

  

 明日から１２月、師走です。校長室の９組作成のカレンダーも、今日のうちにめくり１２

月になりました。 

 明日からは２年生が、地域の事業所のご協力をいただきながら、２日間の職業体験

学習を行います。生徒たちにとっては貴重な体験となります。ありがとうございます。 

 廊下に図書委員会作成のステキなポスターが掲示されていましたので紹介します。

「寒い夜に心温まるストーリーを」というフレーズが書かれ、『星の王子様』『クリスマスキ

ャロル』『３４丁目の奇蹟』の本が紹介されていました。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 11月 28日（土） 

全国中学生人権作文コンテスト横浜市大会 ～最優秀賞を受賞～ 

  

 先日のホームページでもお伝えしましたが、本校生徒が「最優秀賞を受賞 人権擁護

委員会長賞」を受賞し、西公会堂にて表彰式が行われました。 

 このコンテストは次代を担う中学生に、人権問題についての作文を書いてもらうことに

より、人権尊重の重要性についての理解を深めるとともに、豊かな人権感覚を身につ

けてもらうことを目的としています。 

 全市において、１４４校、６０，７２１編に及ぶ多数の作品が寄せられ、最優秀賞、優秀

賞２１編が選ばれました。 



 表彰式の後、戦場カメラマンで有名な渡辺陽一氏による人権啓発講演会が行われま

した。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 11月 27日（金） 

美術部のみなさん、ありがとうございます！ 

  

 美術部のみなさんの活動を紹介します。 

 

 【写真左】 １２月５日（土）１２時５０分より、本校体育館を会場として開催予定の『ふ

れあいフェスタ』（昨年度までは『ふれあいコンサート』の名称）のチラシです。美術部に

お願いをして、とてもすばらしい作品に仕上がりました。ありがとうございます。 

 

 【写真右】 東急バスの企画で『ギャラリーバス』（鷺沼駅～センター南駅の路線）が運

行されていますが、東急バス東山田営業所のご厚意により、１２月１４日～２月６日の

期間、中川中学校がギャラリーバスを利用させていただくことになりました。この期間を

利用して、前半が美術部、後半が写真部の作品がバスを一人占めします。今日の写真

は、前半に掲出される美術部の作品を校長室のテーブルに並べたものです。季節にち

なんで、クリスマスのイラストがいっぱい！ 

 １２月１４日からの運行がとっても楽しみです！ 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 11月 26日（木） 

観覧車から虹が！？  栄光のかけはしになるといいなあ！ 

   

 最近は上着がいらないくらい暖かな日かなと思うと翌日は真冬並みの寒さ。今日も朝

から冷たい雨が降り、朝の会議が始まりました。会議が終わり、校内を回ろうとした矢

先、港北ニュータウン側に大きな虹が！！しかも鉛色の空が青空に！虹全体をご紹介

できないのが残念です。 



 校内を歩いていると廊下は生徒でいっぱい。大きな虹をみて、歓声があがっていまし

た。虹は気持ちをワクワクさせる、そして好感をもって迎えられる自然現象ですね。なん

だか得した気分になった私です。 

 さて、私が虹から連想する言葉は「かけはし」。 そういえば、『栄光の架橋』という曲

がありましたが、１２月になると３年生は面談が始まります。みなさんの頑張りが、栄光

へのかけはしとなることを願っています。（ちょっと強引な終わり方でしたね） 

 

  学校長  栗原 公明    
 

 

2015年 11月 25日（水） 

朝会では、「人権作文」「防災」についてのお話がありました 

  

 今日の朝会では、「人権週間」「防災」についての話がありました。今日の主役は、人

権作文で入賞された１年生の生徒と東日本大震災で被災された教員。偶然にも話は、

震災に関わるものでしたが、改めて考えさせられる深いいいお話でした。 

 最初に、「最優秀賞 横浜市人権擁護委員会長賞」をいただいた１年生に作文を読ん

でもらいました。題名は、「『被災物』から考える人権のこと」。 この春、実際に被災地

に行き、現地の人からお話を聞き、人権についてご自身が考えさせられたことをまとめ

たものです。 

 次に、今月避難訓練が予定さえているので、それに関連させて、ご自身が震災を経

験され、発災した瞬間のこと、被災された街やみなさんのことなど、ご本人にはつらい

お話だったと思いますが、生徒たちに語り伝えてもらいました。 

 お話のあとは、生徒の表彰です。部活動やコンクールなど生徒たちが頑張っているの

で、表彰もいっぱいありました。 

 今日の表彰にはありませんでしたが、昨日ボランティア活動のことを紹介したように、

賞状がなくても私の胸の内では、表彰したい人がいっぱいです。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 11月 24日（火） 

ボランティアコーナー ～地域への参加・交流～ 



  

 A棟１階廊下に、ボランティアコーナーがあります。現在は先日行われた区民まつり

のようすが、写真とメッセージをのせて掲載されています。ヨーヨーを作って販売してい

るようすが、生徒のすてきな表情とともに伝わってきます。来年の割り当ては、フランク

フルトの販売になるそうです。 

 昨日のＨＰでも、中川中生が都筑区のイベントにボランティア参加をしているようすを

紹介しましたが、牛久保東自治会の地域清掃、演劇部のグループホームへの紙芝居、

茶道部の老人ホームでのお茶会、美術部の近隣駅への季節のポスター掲示、吹奏楽

部の地域演奏など、多方面で生徒たちは大活躍です！ 

  

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 11月 23日（月） 

つづきウォーク＆フェスタ 

  

 都筑区内には緑道が整備され、ウォーキングをしながら季節を満喫できるエリアがあ

ります。 

 毎年行われているこのイベントは、都筑区内の「まちの発見」や「地域の交流」など、こ

れからの都筑区の街づくりにつながるイベントです。 

 当日は都筑区内吹奏楽部が出演し、中川中学校吹奏楽部も１１：００のステージに出

演しました。当日はとても寒かったのですが、吹奏楽部のすばらしい演奏にほっこり！ 

聞いている人たちを魅了しました。 

 この日は、チェックポイントを通りながら緑道を歩くウォーキングも同時に行われ、ここ

にも中川中生がボランティアとして、運営に参加しています。 

  

   学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 11月 21日（土） 

小中学生交流 



  

 午前中はサッカー部が、午後はバレーボール部が、地元の小学生から構成されるチ

ームと練習試合を行いました。ともに中学１年生が対戦しましたが、小学生と侮るなか

れ、基礎・基本がしっかり身について力ある小学生でした。サッカーは２０分を何本か行

い、バレーボールは他区の中学校２校が来ていたため、数本しかできませんでしたが、

学ぶべきものが多い試合でした。牛久保小学校では、吹奏楽部が演奏を披露しまし

た。部活動レベルでの小学校との交流も広がりを見せています。 

 サッカー部は午後、高校１年生との練習試合が設定されています。高校との交流も中

学生には実りある時間です。（副校長）  
 

 

2015年 11月 20日（金） 

職場体験先へのあいさつ 

   

 来月１・２日に２年生は、職場体験を行います。そこで２年生は、５・６校時に職場体験

を受け入れてくださった事業所にお伺いして、本人たちが事前のあいさつをしました。緊

張半分、期待半分といった面持ちで学校を後にした生徒。 

 あいさつを終えて門を入ってくる際に、少しおどけて見せる生徒もいました。緊張感か

ら解放されたからでしょうか。昇降口前では、事業所とのあいさつについて先生に報告

し、今後のことについて話し合っている生徒もいました。 

 学校内ではなく地域ならではの学びを目指し、生徒の今後の進路も視野に入れたキ

ャリア教育の一環で行われる職場体験。昨年度の６クラスから本年度８クラスに生徒数

が増えたため、ご協力いただく事業所も本年度増えました。快くお引き受けいただきま

した事業所の皆様のおかげで子どもたちの学びが成立します。心より感謝申し上げま

す。（副校長） 
 

 

2015年 11月 19日（木） 

専門委員会 

   



 ６校時終了後、A棟２階、３階を回ると専門委員会が開催されていました。２階に行く

と廊下の片側には、カバンがずらーっと並べられていました。他の歩行者のことを考え

たカバンの置き方がなされていました。図書室をのぞくと、３年生からバトンを受けた２

年生が中心となって、委員会を運営して話合いを進めていました。 

 ２年前から学校司書も配置され、中川中学校図書室の利用人数や貸し出し冊数の伸

びが見られます。今回もよりよい図書室を念頭に意見交換が展開されていました。 

 どの専門委員会もよりよい、より充実した学校生活を目指して活動が進められていま

す。来年度は創立７０周年の年です。今後の生徒会活動に注目したいと思います。(副

校長) 
 

 

2015年 11月 18日（水） 

９組の大根が美味しいおでんに！ 

  

 ９組の菜園の大根が太くなってきたぞ！と思って先日写真を撮りました。９組の生徒

たちが草むしりをして、丹精込めて作った大根が、大きく育つのがとても楽しみでした。 

 さて、今日は区校長会が行われ、学校に戻ると机上に美味しいおでんがありました。

お皿には、私が先日撮影した大根が調理されて載っていました。とても美味しそうだっ

たので、すぐに食べてしまい、そうだ！撮影しようと思った時には、大根があと１切れに

なってしまいました。９組の皆さんが調理した美味しい大根、いっぱい紹介できなくてご

めんなさい。 

 明日は、いよいよ愛川ふれあいの村に出発です。明日天気にな～れ！ 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 11月 17日（火） 

もうすぐ都筑区個別支援学級宿泊学習会です 

  

 昨日は荏田南中学校体育館において、都筑区中学校個別支援学級交流学習会を行

いました。 



 今年度も宿泊学習に向けた交流会を行ってきましたが、今回は宿泊学習の最終確認

を兼ねた交流会になりました。担当職員から、愛川ふれあいの村での宿泊についての

説明や行程の注意事項が伝えられました。みんな真剣に話を聞き、積極的に質問をし

ていました。 

 全体会の後は、班ごとの班会議。写真のように、班ごとに熱心に話し合いをしていま

した。 

 さあ、準備は万端！心配なのは、天気のみ・・・・ 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 11月 16日（月） 

３年後期中間テスト開始 

   

 ３年生は本日から３日間、１・２年生は明日から２日間、中間テストが行われます。今

日は３年生だけです。Ａ棟３階に上がると、まだ試験開始時刻前ということで、友達とテ

スト前最後の確認をし合っているクラスあり、一人ひとり静かに黙々と最終確認をして

いるクラスありといろいろでした。 

 テスト開始のチャイムが鳴ると、どのクラスも静かに取り組み始めました。扉が閉まっ

ているのでわかりませんが、教室内に入ると答案用紙に答えを書く音しか聞こえないほ

ど静かです。集中して取り組んでいるのが廊下から見てもわかります。 テストについて

質問があったら対応するために、教科担当の先生方も廊下から各クラスの様子を見て

回っていました。 

 ３年生は進路に関わるテストです。残り二日間、身につけたすべてを発揮して良い結

果につなげて欲しいと思います。１・２年生も今の自分の力をしっかりと判断できるよい

機会です。全力で臨みましょう。（副校長）  
 

 

2015年 11月 12日（木） 

１０月なか中人気本紹介！ 

  

 昨日は「１１月１１日」だったので、”何の記念日”かなと思い、調べると、なんと２８個も

ありました。サッカーの日、下駄の日、煙突の日、箸の日、豚まんの日など、月日から



想像できるものもありますが、何これ？というものもありました。 

 中川中学校も”毎日ある記念日”に負けないくらい、みなさんにお伝えすることがいっ

ぱいあります。ブログでもお伝えしている図書室ですが、廊下に「１０月なか中人気本」

が紹介されていました。１位は「花火」、２位は「」阪神電鉄の秘密」、３位は「レインツリ

ーの国」でした。また、時事コーナーには、ロシアのドーピングの記事が掲載されていま

した。 

 校内巡回をしている時に、図書室の前を通るのが楽しみです。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 11月 11日（水） 

今日は何の日？ 中川中は防災学習から１日がスタート！ 

  

 今日の『中川の時間』では、先日行われた学校保健委員会に向けて保健委員会が作

成したＶＴＲを活用し、防災学習を行いました。このＶＴＲは、学校保健委員会でも大変

好評で、「防災」をテーマに編集されています。１年生の教室で一緒に見ましたが、子ど

もたちも真剣に見ていました。説明の声が、聞き覚えのある友達の声だとわかると、そ

の都度盛り上がっていました。１年生らしくてかわいいなと思いました。 

 右の写真は、この時に配られた学習資料としての防災特集号の保健だよりです。 

 さて、今月は避難訓練が予定されています。いつ、どの時間に行うのかは秘密の避

難訓練です。どのように避難すればよいか、自分で心がけていくことが大切ですね。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 11月 10日（火） 

ちょっとした気遣いがあれば・・・・ 

  

 先週は土曜授業参観、そして『なかなかバザー』に多くの皆様にご来校いただき、あり

がとうございました。子どもたちも美味しいものをいっぱい食べて、楽しいひと時を過ご



すことができました。私もお赤飯、おもち、ピザ、カレーうどんを食べましたが、どれもと

っても美味しくいただきました。もっといろいろなブースを回りたかったのですが、お腹が

いっぱいになり、来年へのお楽しみにしておきます。今回まわれなかったブースのみな

さん、ごめんなさい。 

 さて、週末から雨模様となり、今日も朝から雨でした。【写真左】は、昇降口のタイルの

部分、雨の滴でちょっと滑りやすくなっていました。一人ひとりが傘の雨を昇降口でもう

少し落として入る、ちょっとした気遣いがあると違いますね。この後、技術員さんがモッ

プをかけ、滴を拭きとってもらいました。 

 【写真右】は生徒の下校の様子。今日は一斉下校なので、職員が通学路に立ち、下

校指導を行いました。この時は歩道を歩いていましたが、大勢になった時には車道に

生徒がはみ出てしまうことがあります。ここでもちょっとした気遣いがあれば・・・・、ご迷

惑をかけることは少なくなると思います。これからも継続して取り組んでいきます。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 11月 7日（土） 

本日のブログ Part３ 授業参観ありがとうございました 

  

 午前中の授業参観には、多くのみなさまにご参観していただき、ありがとうございまし

た。１時間目は、道徳の授業を全学年参観していただきました。平成３１年から教科化

される道徳の授業にむけて、本校でも校内研修に取り組み、指導力向上に努めており

ます。２・３校時は、教科授業を行いました。 

 さて、１１月もあっという間に１週目が終わりました。毎月紹介している９組の１１月の

カレンダーを紹介します。今月は、秋の味覚いっぱいのカレンダーです。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 11月 7日（土） 

『なかなかバザー』大盛況！ 

   



 『なかなかバザー』が始まりました。校庭と体育館は、部活動の保護者の皆さんや委

員の皆さんが中心となり、全部で２２のブースが誕生しました。 

 授業が終わり、ＰＴＡ会長さんのあいさつの後、「バザーが始まります」の一声と同時

に、各ブースがとってもにぎやかになりました。ブースによっては、始まる前に長蛇の列

というところもありました。 

 このようなイベントは、どこでもお餅が大人気ですが、本校のバザーも中央の写真の

ように、「お餅最後尾」のプレートから、列の先頭ははるかかなた！ 

 生徒たちは、授業が終わって美味しいブースめぐりをして大満足の様子でした。地域

と保護者の皆様の温かなお心遣いと励ましが、今日の落ち着いた中川中生を育ててい

ることを強く感じました。 

 ＰＴＡ本部役員・委員の皆様、部活動保護者の皆様、地域の皆様、本日は大変ありが

とうございました。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 11月 7日（土） 

準備万端！『なかなかバザー』  みなさん、いらっしゃ～い！ 

  

 今日は午前中が土曜授業参観、そして、午後は『なかなかバザー』。朝早くから、地域

や保護者の方が準備にあたり、１時間目の時には、校庭の模擬店販売に向けて調理

を始めている匂いが校庭に漂い始めました。 

 もち米をふかしている近くでは、もうすでに餅つきが始まっています。 

 バザーは、１２：１０～１４：００までです。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 11月 6日（金） 

今日２度目のブログです！ちょっと早いですが、卒業の話題を！３年生は卒業アルバム

撮影！ 



  

 ３年生は学習状況調査後、進路用の受験写真と卒業アルバム関係の写真を撮りまし

た。 

 左側の写真は、受験用の写真を撮影することができるスタジオを載せた自動車です。

２５０名近くの生徒たちが、２台の車に分乗し、あっという間に撮影が終わりました。 

 また、この撮影と並行して、卒業アルバム用の個人写真の撮影とクラス写真を撮りま

した。卒業というとまだ先の印象を受けますが、このように卒業に向けた取り組みが一

つひとつ行われていくうちに、気が付くつくと明日は卒業式になっているんでしょうね。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 11月 6日（金） 

教室は、１年生は今日も”すてきな空想空間”、３年生は”真剣な学習状況調査空間” 

  

 今日も昨日に引き続き、１年５組～７組の教室で「おはなしの宿」の方に、読み聞かせ

をしていただきました。各クラス２冊の絵本を読んでいただき、生徒たちは真剣に聞い

ていました。おとなになって改めて聞くと、いろいろな思いや考えが浮かび、改めて絵本

の魅力を感じました。 

  

 また、３年生も昨日に引き続き、横浜市学力・学習状況調査に取り組みました。これま

でに学習したことを振り返り、自分の弱点を把握し改善することにより、今後の学習に

つなげることができます。 

 ３年生の教室は、”真剣な空間”でしたが、問題解いて”？？？いっぱい”の空間では

なかったと思いますが・・・ 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 11月 5日（木） 

教室が、すてきな”空想空間”へ 



  

 今日と明日の２日間、１年生の全クラスでは、朝の「中川の時間」に地域の方のグル

ープ『おはなしの宿』が来校し、「読み聞かせ」をしていただきます。秋の読書週間に毎

年行われている取組で、平成１８年より行われ、今年で１０年目になります。ありがとう

ございます。 

 また、この『おはなしの宿』のグループの活動は、平成１６年より個別支援学級の生徒

を対象に、週１回の読み聞かせをしていただいたことから始まり、現在も毎週金曜日に

個別支援学級に来ていただき、読み聞かせをしていただいています。 

 読み聞かせの活動は、今年で１２年目になります。教育活動へのご支援ありがとうご

ざいます。 

 

   学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 11月 4日（水） 

大切な電話連絡 

   

 放課後、職員玄関にある公衆電話から緊張しながら電話をしている生徒がいました。

そばにいる先生から事情を聞くと、２年の職場体験でお世話になる事業所にあいさつで

お伺いする日程などの確認の電話でした。本当は家から電話をすることになっていま

すが、お世話になる事業所の都合のよい時間が学校にいる時間だったため、学校から

電話をしていました。 

 できるだけ短い時間に、失礼がないように、伝えなければいけないことや確認しなけ

ればいけないことを電話でやり取りをしなければなりません。友達がいても助けてもらう

こともできないのです。しっかりプリントで確認しながら電話をしていました。 

 電話を終えるとほっとしたのか、座り込んでしまいました。電話でのやり取りについて

先生と話す中で、できたことと改善すべきことが明らかになっていました。小さな失敗は

あったものの、伝えるべきことをしっかりと伝え、確認すべきこともしっかりと確認できた

ようでした。次は、事業所へお伺いして、顔と顔を合わせての会話となります。一つひと

つが経験として積み重ねられていきます。今日の反省を次につなげていきましょう。（副

校長）  
 

 

2015年 11月 3日（火） 



なかなかできない体験 

   

 中川地区青少年指導員連絡協議会のご厚意で、毎年ボランティアの依頼をいただい

ています。今年も１７名の生徒が、区民まつりでヨーヨーの作製から呼び込み、販売を

お手伝いさせていただきました。 

 大きさが小さかったり完成間際で割ったりと最初はうまく作れませんでしたが、次第に

コツをつかみ手際よくできるようになりました。呼び込みも「ヨーヨーいかがですか」とい

う単調だった呼び込みが、「色とりどりのヨーヨー、失敗しても必ず１個お持ち帰りいた

だけます。」などと生徒によってアドリブのきいた呼び込みに変化していました。販売で

は、小さい子供がやはり多く、座って子ども目線になって、取りやすいように周りのヨー

ヨーをよけたりゴムの輪のところを水面近くまで持ち上げたりと心配りしていました。 

 ８時５０分に集合して、１３時ちょっとすぎには終了となった今回の体験でしたが、した

くてもなかなかできない貴重な体験を今年もすることができました。来年度は、フランク

フルトの販売です。興味・関心のある生徒は、ぜひ挑戦してほしいと思います。（副校

長）  
 

 

2015年 10月 30日（金） 

生徒会本部主催レクリエーション 

  

 生徒会本部主催レクリエーションが、本日昼休み、体育館で行われました。体育祭の

時の「色別」対抗での王様ドッヂボールです。今日は赤ｖｓ黄、11月 2日は青ｖｓ黄、11

月 4日は赤ｖｓ青です。体育館全面を使って、男女別、ボールを３つ使用して行います。

制限時間は５分で、あらかじめ決めた王様が当たったらゲームオーバーです。 

 「いったいどのくらい集まるのだろう」そんな思いで体育館に行くと、後から後から生徒

が体育館に来ました。ある先生は「教室に生徒が一人もいない」と言いながら体育館に

来ていました。「ボール貸出しの生活委員が今日ドッヂボール大会の日だと言うので、

先生やるから行っておいでって。」そう言って当番を代行した先生が「今日の貸出しは

２・３個でした。」と報告がありました。 

 多くの生徒が参加して、大盛況でした。時間を守ってできるとさらによかったのですが

…。（副校長） 
 

 

2015年 10月 29日（木） 



人生の設計図はどれぐらいできていますか 

  

 今日、明日、来週火曜日の３日間、３年は進路相談を行います。３年生の皆さんは、

前期の成績を元に具体的に進路を見定めて準備を進めています。今の時点で、自分

が進むべきよりよい進路を模索する中で、今回の進路相談などで分からないことや聞

きたいことを先生に確かめ、家庭で保護者と相談して将来進むべき進路を具体的に絞

りこんでいきます。 

 義務教育を終えての最初の人生の節目になりますので、自分の納得のいく進路選択

ができるよう、しっかりと理解し、しっかりと相談して、決めて欲しいと思います。（副校

長） 
 

 

2015年 10月 28日（水） 

教室の中は、All English！ 教室で聞こえた日本語は”私の声だけ！？” 

  

 今日は『スーパーイングリッシュプログラム』を本校で実施しました。「英語によるコミュ

ニケーション能力の基礎の育成」を目的とし、AETを一度の授業に複数配置すること

で、生徒一人ひとりがより、英語でのコミュニケーションを図ることを目的としています。 

 写真にあるように、７分で時間を区切り、６人の AETが生徒のグループをローテーシ

ョンでまわり、「AET」と「report」という指示カードに基づいて、「AET」の指示の時には、

グループの AETに生徒がいろいろと質問しながら会話を楽しみ、「report」の指示の時

には、先ほど話をした AETのことを新たな AETに伝えていました。 

 生徒たちは積極的に会話を楽しみ、教室で聞こえる日本語は、気が付くと、私が英語

科の先生に質問している”日本語”だけでした。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 10月 27日（火） 

秋の読書週間が始まりました 



  

 今日から秋の読書週間が始まりました。図書室をはじめ校内には、秋の読書週間を

伝えるポスターや図書委員会作成の掲示物があります。 

 学校司書が蔵書の充実に力をいれ、最近人気の新刊も書架にあります。写真のよう

に、本の紹介がされています。 

 秋の夜長、じっくりと読書するのもいいですね。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 10月 26日（月） 

第４８回文化祭 《まだまだ続く文化祭 科学部編》 

   

 先週文化祭の閉祭セレモニーを行いましたが、まだまだ文化祭は続きます。 

 ２６日、２７日、２９日の昼休み、理科室で科学部の実験が行われています。理科室の

入口には、段ボールのロボットさんがお出迎え。写真を撮る時に、表情が硬いので「笑

ってね！」と無理なお願いをしましたが、ロボットの中で微笑んでくれたことと思います。 

 演示内容は、科学部ピタゴラ装置「装置 No.1 科学と生活」、葉脈標本・ミクロ探索、

炎色反応、プラネタリウム、科学部プロジェクションマッピングと話題満載！ 

 昼休みの理科室は、生徒たちでいっぱいでした。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 10月 23日（金） 

第４８回文化祭  《最後までありがとう編》 

   

 文化祭が終わり、大掛かりなステージの片づけが待っていました。しかし、そこには、

中川中生の最後までしっかりやる姿がありました。舞台のせりに使っていた畳を運ぶ

人、体育館の掃き掃除をして、シートを片付ける人、各自が自分の仕事をテキパキとこ



なし、体育館が短時間でもとの状態になりました。すばらしいです。ありがとうございま

した。 

 右側の写真は、ステージに掲げられていた、今回の文化祭テーマ『Magical moment 』

の作品です。 

 生徒のみなさん、この２日間はテーマそのもの、魔法にかけられたようなすばらしい

文化祭になりました。本当にありがとうございました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 10月 23日（金） 

第４８回分 k祭  《閉祭セレモニー編》 

   

【写真左】 これから、合唱コンクール結果発表をします！ 

 閉祭セレモニーでは、全校生徒が一番気になる合唱コンクールの結果発表がありま

した。 

 

       最優秀賞    優秀賞 

 １年生    ４組       ２組 

 ２年生    １組       ６組 

 ３年生    ２組       ５組 

 

【写真中】 ３年最優秀賞 ３年２組の合唱 晴れやかな表情でステージへ！ 

 合唱の結果発表が行われた後、３年生の最優秀クラス２組が全校の代表として、ステ

ージで歌いました。曲名は、『親知らず 子知らず』。生徒たちは、これまでの緊張した

表情とは違って、晴れやかな表情で、心をこめて歌いました。体育館の生徒・保護者の

すべての視線はステージへ、聞いている人を魅了するすばらしい合唱でした。 

 

【写真右】 文化祭実行委員から感謝のメッセージ 

 最後に、文化祭実行委員から、全校生徒が一体となり盛り上げ、すばらしい文化祭に

なったことについて、感謝のメッセージが伝えられました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 10月 23日（金） 

第４８回文化祭 《２ndステージ編》 



   

 文化祭２日目は、緊張感と安堵感でいっぱいだった昨日のステージはうって変わり、

今日は笑いと熱い声援いっぱいのステージとなりました。 

 先日のコンクールで金賞・特別賞を受賞した吹奏楽部の演奏からはじまり、英語科か

らはスピーチコンテストに出場した生徒のスピーチ、演劇部、９組、ESS部、文化祭実

行委員会企画の有志参加者と午前中のステージプログラムが進みました。 

 文化祭実行委員会企画として、幕間に行われた文化祭実行委員の企画に笑い、そし

てリコーダー・クラリネット・ピアノなどの演奏に魅了され、笑いいっぱいの劇にお腹をか

かえ、バラエティあふれるステージでした。 

 そして、私がオ～と思ったのは、体育祭で活躍した各色の応援団長さんがステージに

あがり、CMをベースにした”３人の○○”など、存分に楽しませてもらいました。 

 あっという間の２ndステージでした。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 10月 22日（木） 

第４８回文化祭 《展示編》 

   

 文化祭はステージ発表だけではありません。生徒の力作がたくさん展示されている展

示コーナーも、ぜひご覧になってください。場所は、C棟２階の被服室が展示会場で

す。そして、被服室に続く廊下の壁には、写真部の作品がテーマごとに展示されていま

す。 

 展示作品は、９組、美術部、英文書道部、１年英語科、国語科、美術科、３学年です。 

 また、科学部は２６日、２７日、２９日に、生徒のみを対象として行います。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 10月 22日（木） 

第４８回文化祭  《合唱コンクール編》 

   



 文化祭１日目は、合唱コンクール。１年生は初めての合唱コンクール。ステージに向

かう時は緊張した硬い表情でしたが、歌い終わって自分の席に戻る時には、いつもの１

年生の笑顔！ 

 ２・３年生の合唱は、変声期が過ぎた生徒が多い男子のハーモニーによって、重厚さ

が加わり、一段と迫力ある美しいハーモニーとなって、体育館いっぱい広がりました。

学年が進むたびに、合唱もレベルアップし、生徒たちの３年間の成長を強く感じました。

特に３年生の合唱は、圧巻でした。難易度の高い曲を美しいハーモニーと声量で体育

館の皆さんを圧倒しました。 

 最後に生徒審査委員長から、今日の合唱コンクールを迎えるまでいろいろなトラブル

や困難があったと思うけれど、どうしたらうまく歌えるようになるだろうかと話し合いを重

ねるなかで、クラスがまとまり、美しいハーモニーになったという話がありました。コンク

ールのクラス紹介でも同じようなメッセージがあり、まさにそのとおりだと思います。 

 生徒のみなさん、今日はすばらしい歌声と感動ありがとうございました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 10月 22日（木） 

第４８回文化祭  《オープニング編》 

   

 今日は、第４８回文化祭のオープニングです。吹奏楽部によるオープニング・ファンフ

ァーレが体育館に響き、文化祭が始まりました。開祭宣言の後、文化祭実行委員長の

話、テーマの発表、参加団体の PR と、オープニングセレモニーが続きました。 

 このセレモニーに向けて、実行委員さんが朝早くからリハーサルを行い、開祭式のオ

ープニングセレモニーが素晴らしいものになりました。 

 今回の文化祭のテーマは、『Magical moment』.。このテーマには、”魔法のような瞬

間”という意味で、中川中学校全校生徒に魔法のような最高の２日間を過ごして欲しい

という思いが込められています。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 10月 21日（水） 

文化祭準備編《２》 明日の準備のために 



  

 今日は文化祭前日。午後は明日の準備と発表団体のリハーサル。昨日の手際よい、

そして明日の準備を考えた用意が、今日のスムーズな準備につながりました。 

 体育館に行く時にうれしかったのは、美化委員の生徒たちが、明日来校される方々に

気持ちよく来ていただこうということで、校舎周辺を一生懸命にほうきで掃いていまし

た。とってもきれいになり、気持ちがよかったです。 

 そして、体育館では、生徒たちが舞台のせりを作り、立派な会場ができました。 

 また、展示会場では、それぞれの生徒がていねいに作品を並べ、展示作業に集中し

ていました。 

 さあ、明日はこの会場が生徒たちのすてきな歌声と熱気に包まれることでしょう。わく

わく、楽しみです！！ 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 10月 20日（火） 

文化祭準備編《１》 明日の準備のために ～今日できることは～ 

  

 明日の準備がスムーズに進み、体育館で発表する団体のリハーサルがしっかりとで

きるようにするために、生徒たちが今日できることということで、準備にあたりました。部

活動の生徒たちが中心となって、体育館のシート敷き、武道場からの畳の運び出しを

行いました。 

 会場準備ために用意された椅子や畳は、明日準備しやすいようにきちんと積まれ、さ

らに全校生徒がいすを置きやすいようにビニルテープを必要数分切って、しかも学年色

のテープが用意されています。 

 明日のことを考えるなかで、今日できることは何かを考えた取組でした。一生懸命に

テキパキと活動した生徒たち、的確な指示を出し生徒とともに準備にあたった職員、と

てもすばらしいと思います。ありがとうございます。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 



2015年 10月 20日（火） 

文化祭モード全開！ ここにも、作品が！ 

  

 文化祭まであと２日。学校裏の空き地に、”笑顔”の地上絵が出現。ここにも、文化祭

の作品が！ 実はこの土地は、以前中学校のプールがあったところで、現在は空き地

になっています。定期的に技術員さんが草刈りをしています。ということで、今回の”笑

顔”の地上絵が誕生しました。 

 生徒たちは、朝の時間に、文化祭の生徒用しおりの綴じ込みを行っていました。生徒

たちの思いが書かれたすてきなページの数々です。 

 先週末から２回目を迎えた学年リハーサルも今日の３年生で終わり、あとはクラスで

最後の仕上げとなりました。校舎を包む歌声もますます迫力のあるステキな歌声になっ

ています。コンクールがとっても楽しみです。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 10月 19日（月） 

中川中に金賞・特別賞！ こどもの国吹奏楽コンテスト 

   

 金賞・特別賞！ おめでとうございます！ 

 １０月１８日（日）に行われたこどもの国吹奏楽コンテストにおいて、本校吹奏楽部が、

金賞校の中から見事、特別賞に選ばれました。本日の朝日新聞に掲載されました。 

 左の写真は、本日の朝日新聞に掲載された記事のコピーです。 

 中央の写真は、受賞後のみなさんの集合写真です。部員のみなさんの晴れやかな表

情をお伝えできなくて、ごめんなさい。 

 右の写真は、本番前のリハーサルのようすです。練習の成果が金賞につながりまし

たね。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 10月 17日（土） 

中川中学校コミュニティハウスのお祭り『なかがわフェスタ』 



   

 今日明日は、中川中学校コミュニティハウスのおまつり『なかがわフェスタ』が行われ

ています。本校からは、茶道部と美術部の生徒が参加しました。 

 茶道部は、１・２年生が亭主となり、落ち着いた立派な所作を拝見させていただきまし

た。保護者の方もご来校いただき、緊張感の中に日本の伝統を肌で感じることができま

した。 

 また、美術部は、フェイスペイントを行いました。私もハロウィンのデザインを手の甲に

書いてもらいました。とても素敵なデザインでした。 

 いろいろな地域の活動場面で生徒たちの姿を見ることができ、とてもうれしいです。あ

りがとうございます。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 10月 16日（金） 

来週は文化祭！ 

  

 来週はいよいよ文化祭です。先日までは、３学年縦割りの合唱練習が組まれていまし

たが、今日からは、２回目となる「学年リハーサル」が始まりました。これまでの学年リ

ハーサル、そして縦割り練習を通して生徒のみなさんが考えたことを学年リハーサルで

生かしてもらいたいですね。 

 さて、９組が作成したカレンダーも今年はあと３枚。１０月のデザインは、ずばり「文化

祭」です。 

 

 また、右の写真は、学年のフロアーに掲示されている「中川の時間」の読書について

の掲示物です。ある学年のまとめた内容に、学年で前期一番読書量が多かった生徒の

総ページ数が書かれていました。何と「１７１０４ページ」。目の前にこのページの本が置

かれたら、果たして読めるかわかりません。毎日の積み重ねの意義の大切さを改めて

考えさせられました。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 10月 15日（木） 



縦割り交流会での学び 

   

 昨日に引き続き、本日の午後は、各学年混合による縦割りの交流会を行いました。

初々しい１年生。一年間の成長が感じられる２年生。声量やハーモニーにもその違い

が感じられる３年生。歌い終えてフロア待機場所に行くと、「緊張した～」という声がどの

学年からも聞こえました。いつもの練習と違い、聞く相手を目にして歌うからでしょう。 

 聞いている時の態度は、いつもながら真剣そのもの。審査員による指導・講評にもし

っかりと耳を傾けていました。 

 残り一週間ですが、審査員による指導・講評も含め、今日の交流会での気づきや学

びが今後の練習にどう生かされるか。今日の歌声が当日どう変わっているのか、楽し

みです。（副校長） 
 

 

2015年 10月 14日（水） 

号外！本校生徒が、船上から北方領土視察！ 

   

 北方領土返還運動の歴史や現状について理解を深めようと、県内の中高生１１人が

先週１０日～１２日、北海道東部の根室市や羅臼町を訪れました。今夏実施した作文コ

ンクールで入賞した中学生と高校生たちです。本校からは、２名の生徒が参加しまし

た。北海道東部の陸地から、さらに、ロシアとの中間地点まで船で行き、より間近に島

を眺めました。 

 また、かつて島で暮らしていた住民から望郷の思いを聞くことができました。日ロ間の

最大の懸案に向き合い、自分たちにできることは何かを考える３日間となりました。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 10月 14日（水） 

合唱コンクール・縦割り交流会 

   

 これまでは、学年のリハーサルを行ってきましたが、今日と明日の２日間は午後の時

間をを利用して、合唱コンクール・縦割り交流会を行います。今日は１年生・２年生・３年



生が一つのグループになり、グループごとに決められた時間に体育館へ移動し、他学

年の合唱を聞きました。今日は６グループが行われました。グループごとに実行委員が

司会を行い、合唱終了後に審査員が一人ひとりコメントし、最後に音楽科の教員が講

評しました。どのグループも、入場から退場まで生徒が運営を行い、生徒の主体的な取

り組みがすばらしかったです。 

 クラス合唱は、練習を重ねてきた成果がだいぶ出てきましたね。生徒の成長にともな

う学年らしさを強く感じました。特に３年男子のハーモニーは、重厚感があり、心に響き

ました。１・２年生もこんな声になるのかなあと、子どもたちの成長を間近に見た思いで

す。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 10月 13日（火） 

今日は中川中学校区の児童生徒交流日！ 

   

 中川中学校区の中川小学校、南山田小学校、牛久保小学校の３校の６年生が午後

来校しました。３年生の学年合唱練習を見学し、生徒会本部役員による学校紹介、そし

て小中学校代表生徒による話し合いと盛りだくさんの内容で行われました。 

  

それでは、写真の順に説明します。 

【写真左】  

 ３年生の全体合唱『歌え 歌え』を小学生のみなさんに聞いてもらいました。変声期が

過ぎた３年生の歌声の魅力を感じていただけたでしょうか。 

【写真中】 

 ３年生が退場後、生徒会本部役員による中学校生活の説明がありました。小学生役

になった本部役員が、学校生活・服装・部活・行事などの質問を行い、本部役員が答え

て説明をするというスタイルで行いました。短い時間でしたが、中学校生活の一端がわ

かってもらえると嬉しいですね。 

【写真右】 

 中学校生徒会と小学校児童会の代表生徒が、全体解散後、合同会議を行いました。

中川中学校区のそれぞれの学校がよりよい学校を目指していくために、小中学校４校

に共通するスローガンについて話し合いました。 

 

 学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 10月 9日（金） 



前期終業式 家に向かう気持ちは今日の青空のごとく爽やか！足取り軽く！（だといい

ね） 

   

 今日は前期終業式。３年生は１・２校時に横浜市の施策の一つとして行っている英語

検定が実施されました。今年は市内７５校で実施され、本校は昨年に続いての実施と

なりました。希望級ごとに生徒たちは、真剣に受検していました。 

 終業式後、生徒たちは学活にて連絡票を受け取りました。生徒たちの下校時の足取

りは、気のせいか、スキップのように軽やかな感じかな、ちょっと重い感じかな、と考え

てしまう私でした。特に１年生のみなさんは、小学校と評定の表記が異なり、５段階にな

るので、受け止め方がリアルでシビアな感じを受けたことと思います。 

 午後は、職員の研修会を行いました。人権研修をとおして、職員の人権意識を高める

ことをねらいとして、研修を行いました。 

 ３連休が終わると後期の授業が始まります。一つの区切りとして振り返り、反省を改

善につなげていきましょう。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 10月 8日（木） 

１年生の合唱コンクールも楽しみ！ 

  

 合唱コンクールに向けた合唱リハーサルが２回予定されていますが、今週は第１回目

が行われ、今日は初めての合唱コンクールを迎える１年生のリハーサルがありました。 

 私が体育館に入った時は、クラスごとに整列しているところでした。体育館に入ると静

かにステージに移動しているところでしたが、待っている人もすでに並んでいる人も静

かに待っているところがとてもすばらしかったです。 

 そして、２５０名ほどの全体合唱。最初はもう少し声が出るといいなあ、という歌声でし

たが、音楽科教員がアドバイスをすると、力強い素晴らしい歌声になりました。一人ひと

りの気持ちが込められた歌声が、一つにまとまるとものすごい迫力があります。何でも

そうですが、「気持ちがはいる」ということは大きなエネルギーになりますね。 

 明日は、前期の終業式が行われます。 

 

   学校長  栗原 公明  
 

 



2015年 10月 7日（水） 

自分が進むべき道は 

   

 先週の金曜日から始まった３年個人面談。いよいよ明日が最終日です。今週末に渡

される前期の成績を元に、来年むかえる進路を中心に面談を実施しています。 

 ３年廊下には進路に関する資料が用意されており、親子でその資料を眺める姿も見

られました。担任との面談では、前期の成果と課題が示され、進路に向けて今後の取

組の参考となるようお手伝いをさせていただいています。 

 まずは自分の将来の夢と今身についている力からどんな進路が考えられるのか、本

人がしっかりと見つめ、親子でしっかりと話し合って決定してください。自分が進む道な

のだから。（副校長）   
 

 

2015年 10月 6日（火） 

サッカー部の皆さん、ありがとうございます！ 

   

 毎月第一日曜日は、牛久保東自治会の地域清掃です。今年度より、当日学校で練習

を行う予定の部活動が中心となって、地域清掃に参加しています。今回は、サッカー部

が昼から行われる区大会公式戦の前に、地域清掃に参加しました。３０名あまりの生

徒たちが緑道の清掃活動を行い、皆さん張り切って取り組み、集合場所にもどって来た

生徒たちの手には、いっぱいになったゴミ袋。改めて、活動的な中学生のパワーに感

心しました。３０名あまりの中学生の参加により、すごく活気ある地域清掃になり、地域

の方々もとっても喜んでいました。 

 また、１１時３０分から、中大付属の大棚グランドで、サッカー部区大会の決勝トーナメ

ントが行われました。０－０で延長戦となり、たった１回のセットプレーで得点を許し、悔

しい試合でした。 

 今日一日、大活躍のサッカー部のみなさん、本当にありがとうございました。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 10月 5日（月） 

この週末も中中生は頑張っています！ 



  

 この週末も中中生は頑張っています！ 

 １０月３日（土）には、神奈川県中学校英語スピーチコンテストが湘南台市民文化セン

ターにて行われました。このコンテストには、夏休みに行われた地区大会で代表となっ

た生徒たち４０名が出場しました。本校からも３年生が横浜市の代表の一人として出場

しました。夏休みの地区大会よりも、さらに素晴らしいスピーチとなりました。私は英語

力が乏しく、一番理解できた言葉は、今回のタイトルの”Dokodemo Door”でした。情け

なや・・・・ 

 また、翌日は本校体育館を会場にバスケットボール部の市大会が行われました。試

合結果は、惜敗でしたが、多くの保護者の皆様が応援にきてくださり、生徒たちの大き

な励みとなりました。 

 

   学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 10月 2日（金） 

無情の雨・・・・ 市中学校・特別支援学校合同体育祭 

   

 三ツ沢競技場において、第５６回横浜市中学校個別支援学級・特別支援学校合同体

育祭が行われました。『超絶勝利 ベストを尽くして限界突破』というスローガンのもと、

選手たちの熱い戦いが始まりました。当初は昨年を思い出されるような日差しを感じて

いたのですが、次第に雲行きが怪しくなり、予報では大丈夫かなという思いを打ち砕く、

無情の雨が午前中から降り出しました。 

 折しも、午前中最後の競技の持久走が始まるとともに降り出しました。生徒たちは、

雨の中頑張って完走することができました。 

 午後の競技は、生徒たちが優勝をめざしていたリレー競技があったのですが、残念な

がら体育祭は午前中で打ち切りになってしまいました。 

 

   学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 10月 1日（木） 

自分たちの力でどこまで高めることができるか 



   

 今日の合唱練習は、２年生のいる B棟に行きました。昇降口を入って階段につくと、

上から合唱練習の声が響いてきました。「廊下で練習しているんだな。何組だろう。」そ

んなことを思いながら、響き渡る声量に驚きながらも、歌声に向かって階段を上がりま

した。声量といい、練習に取り組む姿勢といい、２年になると違うな。 

 放課後には、各クラスから選出された審査員２１名集まって講習会を行いました。全ク

ラスの自由曲の楽譜を手にして、気持ちが引き締まったのではないでしょうか。 

 今日から１０月。合唱コンクールまで残り登校日数は１４日です。果たしてその日数の

中で、自分たちの力でどこまで高めることができるのか。今からとても楽しみです。（副

校長）  
 

 

2015年 9月 30日（水） 

生徒会本部役員選挙  立候補者も応援者も聞いている生徒もみんな立派！ 

   

 生徒会本部役員選挙立合演説会が体育館で行われました。立候補者と応援演説者

が、公約をもとに熱弁をふるい、全校生徒に自分の思いをしっかりと伝えていました。 

 公約には、あいさつ運動の推進・強化、目安箱等を活用した生徒の意見の吸い上

げ、地域との関わりをさらに高めるなど、中川中をよくしていこうという気持ちが強く伝わ

ってきました。 

 演説後、体育館が投票所になり、選挙管理委員会より借りてきた記載台と投票箱がリ

アルな選挙を演出していました。 

 また、演説中や投票時の生徒の態度はとても立派でした。１８歳から選挙権が認めら

れたので、３年生は３年後には政治への意思表明ができます。中川の生徒をみている

と頼もしいです。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 9月 29日（火） 

本番に向けた日々の取組 



  

 今日の６校時も合唱練習。Ａ棟４階に行くと取り組み方はクラスで様々。合唱コンクー

ルに向けてどのように練習をしていくのか、それも学ぶのが１年生。今年の経験が２年

生へとつながり、３年生で結実します。この時期の各学年の練習の取組をじっくりと見る

と、３年間の成長が見えてきます。 

 放課後には、１年４組で選挙管理委員会が、バドミントン、女子バレー部が活動してい

る体育館、ステージでは緞帳をおろして明日のリハーサルが行われていました。全校

生徒が動く大切な行事の一つ、生徒会本部役員選挙がいよいよ明日に迫りました。今

年の選挙は、趣向を凝らした取組を重ねてきており、明日も本格的に行います。 

 合唱も選挙もそうですが、納得いく満足できる結果を得るには、本番に向けた日々の

取組がとても重要になってきます。がんばってください。(副校長)  
 

 

2015年 9月 28日（月） 

この廊下の人混みは？ 生徒たちの歌声も添えられたらなぁ 

  

 今週半ばから１０月になります。学校では、１０月２２日の合唱コンクールに向けた生

徒たちの歌声が、日増しに力強く美しくなっています。 

 ９月１８日から音楽室の合唱練習場所の割り当てがはじまり、６校時は合唱の時間に

なっています。校舎が生徒たちの歌声に包まれるという表現がぴったりです。 

 写真左は校内を回って、３年生のフロアにいったところ、教室だけでは練習できない

ので、ごらんのとおり廊下に生徒がいっぱい！頼もしいかぎりです。 

 写真右は、１年生のフロアに続く踊り場のスローガン。『Don't Stop ～走り続けろゴー

ルまで～』。直接合唱コンクールとは関係ないけど、１０月２２日のゴールまで走り続け

よう！ 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 9月 25日（金） 

うれしい心づかい！ 



  

 今日は朝からの冷たい雨。登校時の昇降口は、多くの生徒のかさの滴で結構濡れて

いました。 

 そして、職員の朝の打合せが終わり、校内を巡回しようと再び昇降口にいったところ、

生徒の皆さんが滑らないように技術員さんがドライワイパーで水切りを行っていました。

そのおかげで、写真のようにすぐに乾いて、安心して通ることができました。 

 

 右の写真は、来週の生徒会本部役員選挙に向けた選挙運動のようす。各教室を回る

立候補者と応援者から熱いメッセージ！立候補者の皆さん、がんばってください！ 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 9月 24日（木） 

進路学習会が行われました 

  

 ＰＴＡ学年委員会が主催する進路学習会が行われました。今年は、県立市が尾高校、

県立岸根高校、日本大学高校、創英高校の先生に来校していただきました。それぞれ

の高校の特色や学校生活の様子、入試選考等についてのお話を伺いました。 

 また、面接についての話では、志望理由はもちろんですが、高校生になって、教科や

教科外でどんなことをやりたいのか、そして「将来の展望」を聞きたいとお話されていま

した。 

 学習会の終わりには、代表生徒のお礼の言葉がありました。今日は高校の先生から

直接お話を聞くことができる貴重な学習会でした。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 9月 17日（木） 

１・２年進路説明会が行われました 



  

 ３年生の廊下には、高校から送られてきたポスターがいっぱいに貼られています。学

校説明会や文化祭の案内などが盛りだくさん。 

 さて、今日は本校体育館で、１・２年生保護者のみなさまを対象とした進路説明会を

行いました。進路指導主任より、キャリア教育を通した進路についての基本的な考え方

をもとに、３年間の進路の取組についてお話をしました。 

 本日は冷たい雨の中、多くのみなさまのご参加をいただき、本当にありがとうございま

した。 

 

   学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 9月 16日（水） 

読書の秋！こんな本がおすすめ！ 

  

 中川の時間では、読書を行っています。生徒が自分で本を持参し、１日が読書でスタ

ートします。 

 現在各学年のフロアーには、生徒一人ひとりがお薦めの本を紹介するカードが掲示

されています。きれいなイラストや魅力ある本の説明など、思わず読んでみたくなるよう

なカードがいっぱいです。 

 もうすぐお彼岸になります。「暑さ寒さも」というフレーズのとおり、最近はだいぶ涼しく

なり、身近に秋を感じることが多くなりました。 

 秋の夜長、じっくり読書に取り組みのはいかがですか。 

 

 と言いつつ、私はさんまを食べ、栗を食べ、なしを食べ、秋の味覚を楽しみ、読書より

食欲の秋になっています。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 9月 15日（火） 

都筑区中学校個別支援学級合同遠足 



  

 都筑区中学校個別支援学級合同遠足が行われました。今年は湘南台駅近くにある

「湘南文化センター」に行きました。この施設は、世界の音楽や民族、生き物、情報科

学など様々なジャンルの学習コーナーがあり、体験学習をメインとする施設です。生徒

たちは、１１月に行われる宿泊学習の班ごとに行動し、班長を中心としてしっかりと活動

していました。班の絆も交流会を行うたびに、強くなっているのが伝わってきました。 

 午後は併設されているプラネタリウムで学習を行いました。地下鉄での長旅となりまし

たが、車内マナーもしっかりとできていました。 

 

   学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 9月 14日（月） 

生徒会本部役員選挙に向けて選挙運動スタート！ 

  

 今月末に予定されている生徒会本部役員選挙に向けて、選挙運動が本日よりスター

トしました。 

 立候補者と応援演説者が、全学年全クラスを「中川の時間」や帰り学活を利用してま

わり、選挙運動を行います。 

 選挙法が改正され、中学卒業後３年後には選挙権が与えられました。立候補者の考

えをしっかりと聞き、生徒会活動にも生徒のみなさんが主体的に参加してください。 

 週末は新しいチームでの公式戦が始まり、来週のシルバーウイークも大会が予定さ

れています。みなさんのご健闘をお祈りいたします。 

 

   学校長  栗原 公明    
 

 

2015年 9月 11日（金） 

学校保健委員会が行われました 



   

 本校格技場で学校保健員会を行いました。今回は、防災をテーマに、ＰＴＡ保健厚生

委員の皆様、都筑区役所総務課危機管理担当の方にもご来校いただき、実施しまし

た。 

 保健委員会が作成した冊子をもとに、保健委員が減災、土砂災害ハザード、洪水ハ

ザード、地震について、調べたことを発表しました。作成した冊子は、中学校周辺の写

真を織り交ぜ、自分たちの言葉でまとめた素晴らしい冊子でした。 

 発表の後は、グループ活動でした。街で足をけがをした人を避難所に運ぶために、用

意された「新聞紙、サランラップ、テープ、タオルなど」の身近なものを工夫して使う活動

を行いました。子どもたちが、いろいろとアイディアを出して活動をしている姿に感心し

ました。 

 最後に、区役所の方とＰＴＡ保健厚生委員の方にお話しと感想をいただきました。とて

も充実した研修会となりました。 

 都筑区役所とＰＴＡ保健厚生委員の皆様方、ご協力ありがとうございました。 

 

   学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 9月 10日（木） 

今日は前期専門委員会まとめの日 

  

 昨日で期末試験が終わり、今日の授業から、さっそく返ってきた教科もあったことと思

います。気持ちは、今日のような曇り空？ それとも週末の青空？ 

 さて、今日は専門委員会の前期最後の活動日、前期の振り返りとまとめを行いまし

た。また、月末に予定されている生徒会本部役員選挙に向けた選挙管理委員会も準備

に取り組んでいました。 

 

 今日の写真は、毎日雨が続き、梅雨みたいなので、思いっきり『秋』を感じてもらいた

いと思い、裏門の近くの栗の木です。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 9月 9日（水） 



前期末試験終了 

   

 台風１８号の影響が心配されましたが、今回の台風は「雨台風」で、風の心配はない

といわれていましたが、大きな影響もなくて試験終了時には風雨も弱まりホッと一息を

つきました。今日は「国語、理科、音楽」の３教科でしたが、どのクラスも集中して試験に

取り組んでいました。 

 試験を終えて学校では、３年生が卒業アルバム向けの部活動集合写真の撮影をして

いました。雨が降っていたので、部活動によっては後日撮影のところもありますが、久し

ぶりに袖を通したユニフォームに自然と笑顔になっていたのが印象的でした。試験が終

わってホッとしたこともあったかもしれません。 

 明後日には、台風１７号が関東に最接近しそうです。台風の動きを注視したいと思い

ます。（副校長） 
 

 

2015年 9月 8日（火） 

試験２日目 今日のことは雨に流して（？） 明日も頑張ろう！ 

  

 今日は期末試験２日目。下校時は冷たい雨になり、足取りが重く感じるのは雨だけの

せいでしょうか。体が疲れている中で、気候も不安定、体調管理には十分に気をつけて

くださいね。 

 さて、一斉下校の時の本校の課題として、学校周辺の道路が狭く、数百名の生徒が

帰る時に道路に広がり、近隣の皆様にご迷惑をおかけしています。生徒たちに指導、

呼びかけを継続して行い、職員を通学路に配置して下校指導にあたっています。今後

も継続して指導にあたりますので、ご迷惑をおかけしていますが、よろしくお願いいたし

ます。 

  

 今日の写真は、『あいたい』というショッピングビルを背景にした夕日。先週末の夕日

がきれいだったので、『太陽に会いたい』、という思いをこめて、掲載しました（失礼しま

した）。 

 写真部の作品に対抗しようと思いましたが、まだまだです。 

 

   学校長  栗原 公明  
 

 



2015年 9月 7日（月） 

今日から前期期末試験が始まりました 

  

 今週も雨のスタートです。本校は今日から前期期末試験が始まりました。数学・保体・

技家の３教科の試験です。生徒たちは真剣な面持ちで、一所懸命に取り組んでいまし

た。明日は英語、社会、美術です。頑張ってください。 

 さて、右の写真は校舎裏の元プールだった空き地。６月ごろから、技術員さんが何度

も草刈りをしていますが、気が付くと雑草が生い茂っています。先週も草刈りを行い、き

れいになりました。 

 現在大リーガーの上原選手がプロ野球選手になり、ご自身の信条として、『雑草魂』と

いう言葉をつかっていました。ちょっと、こじつけですが、雑草のごとく逞しく、期末試験

の試練を乗り越えてください。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 9月 4日（金） 

そうだ！学習相談に行こう！ 

  

 来週の月曜日から、前期期末試験が始まります。そこで、テスト前につき、本日から

部活動がお休みになります。いつもは、校庭から聞こえてくる生徒たちの元気な声も姿

もなく、ひっそりとしています。 

 さて、教室では、生徒たちが、教科担任に学習内容について質問するなどの学習相

談が行われています。 

 ９月７日は、数学・保体・技家の３教科。今週末しっかり勉強して、期末試験頑張ってく

ださい。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 9月 2日（水） 



雨のち晴れ 

  

 今朝、大雨・洪水・雷・強風の各注意報が発令されていました。しかし、「午後晴れ間

が出る」という天気予報。とても信じられる天候では、ありませんでした。  

 昼休み、にぎやかな声に引き付けられ運動場を見ると、元気に遊ぶ子供たちの姿が

見られました。運動場の片隅には、まだ水たまりが残っていました。 

 午後の体育の授業では、プールで水泳の学習が進められていました。少し汗ばむくら

いの天候だったので、きっと気持ちよかったことでしょう。夏休みが終わり、あまり夏らし

くない天候が続いていましたが、今日の午後は、久しぶりに残暑を味わいました。体調

管理を心掛け、日々のよりよい生活リズムをきずいてほしいと願います。（副校長） 
 

 

2015年 9月 1日（火） 

９月になりました 

  

 今日から９月になりました。今日も雨が降り、午前中は雷もなりました。秋晴れの青空

は、いつになるでしょうか。 

 さて、校長室の９組作成のカレンダーも「９月」になりました。秋らしく中秋の名月、餅

つきをするうさぎがデザインされています。 

 また、昨日写真部の紹介をしましたが、あるバス会社の宣伝プリントに、本校写真部

の生徒が撮影した写真（新しい街を背景としたバスの写真）がデザインとして採用され

ています。すばらしいことですね。 

 天候が不順なので、健康管理には気をつけてくださいね。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 8月 31日（月） 

すてきな写真部の写真がいっぱい！美味しそうな海鮮丼の写真も！ 



  

 明日から９月になりますが、連日の涼しさのあまり、今日がまだ８月ということを疑って

しまう私です。 

 学校では、今日から担任との教育相談が始まりました。夏休みの生活の様子、学校

生活が始まることによる不安や悩みなど、相談活動を通して、これからの学校生活に

生かしていきたいと思います。 

 さて、職員室前の廊下に掲示されている写真部の写真に、本日新しい写真が加わり

ました。季節感いっぱいの写真、かわいい動物の写真、鉄道などの乗り物の写真、そし

て、思わず掲載してしまいました「海鮮丼」の写真。とっても、美味しそうでした。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 8月 28日（金） 

子どもたちも、職員も小中交流！ 

  

 中川中学校区で行われている小中一貫への取組の一つをご紹介します。今日は、学

区小学校（中川・南山田・牛久保）の子どもたちと職員との交流活動が行われました。 

 １４時から行われた部活動見学では、体育館で各部活が限られた短い時間でした

が、部員たちは活動内容を目いっぱいアピールして、楽しんでもらいました。 

 そして、１６時からは、教職員による研修会を行い、９年間で育てる子ども像を目標

に、様々な情報交換を行うことができました。来年の１月には、小中の授業をお互いに

参観し、授業研究を予定しています。 

 

 今日の写真は、ご紹介が遅くなりましたが、８月２６日号に、男子バレーボール部が掲

載されましたのでご紹介します。また、今年度より、ＰＴＡ本部のご厚意により、県大会

等に参加した部活動については、横断幕を作成していただくことになりました。学校の

正門には、作っていただいた応援横断幕が掲示されています。ありがとうございます。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 



2015年 8月 27日（木） 

いざという時のために 

 

 今日から前期後半のスタートです。生徒が学校に戻ってきまし

た。全体朝会で体育館に集まった生徒の顔は、心なしか夏休み前

とは少し違って見えました。４０日間の間の成長のあらわれでしょ

うか。これからの学校生活の中で、確かめてまいります。 

 ４校時には、防災訓練を行いました。４月の避難訓練と比べ、３

年生ががんばり、全体的に避難時間を縮めることができました。

残念だったのは、がんばった３年生の防災頭巾の着用率が低か

ったことです。ひょっとしてたかが防災頭巾と思っているのでしょう

か。されど防災頭巾です。布が一枚あるだけで違います。いつ何

時、天災が発生するかわかりません。今日、持参するのを忘れて

しまった人は、明日しっかり持参してください。あなたの命を守る

のは、まずあなた自身です。（副校長）  

 

 

 

2015年 8月 26日（水） 

生徒のみなさん、待ってま～す！（by校舎） 

  

 中川中の校舎からメッセージがあります。 

  「僕は中川中学校の校舎です。夏休み中に技術員さんが１階廊下をピカピカに磨い

ていただき、いつでも気持ちよく登校できるようになっています。学年昇降口の靴箱も大

掃除の時に生徒の皆さんにきれいにしてもらいました。生徒さんの靴を預かる仕事が

できなくて、休み中は寂しかったです。休み明けも、各自靴箱の上下の段をうまく使っ

て、気持ちよく使ってくださいね。学校は生徒の元気な声があっての学校であり、夏休

み中は、ちょっと寂しかったです。明日から、元気な皆さんと一緒にすぐすことができる

ので、大変うれしいです」（by中川中の校舎より） 

 というわけで、明日から夏休み明けの授業が始まります。明日は、全体朝会後、学

活、教科授業、防災訓練が予定されています。８時３０分には、朝会が始まるので、遅

れないよう登校してください。 

 

   学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 8月 25日（火） 

授業再開に向けて着々と準備が！《Ｐａｒｔ２》 



   

 今日は９月を思わせる涼しい１日になりました。教職員も授業再開に向け、研修会や

各分掌の打合せ等に取り組んでいます。 

 今日の写真は、午後に行われた都筑消防署の方に来校していただき行った防災研

修の一コマです。地震発災時の教職員の具体的な対応の確認を行い、その後、消防

署の方の指導を受けながら心肺蘇生について実習を行いました。また、生徒のアナフィ

ラキシーショック、嘔吐、出血の場面を想定したロールプレイングを行いました。 

  

 一番うれしかったのは、多くの研修を終えて疲れた午後のひと時、茶道部の皆さんが

教職員にお茶をたてていただき、職員室にもってきてもらったこと【写真右】 

 とてもおいしくいただきました。ごちそうさまでした。 

 

   学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 8月 24日（月） 

授業再開に向けて着々と準備が！ 

  

 今週末２７日（木）から授業が再開します。今日はやや涼しい風を感じる朝でしたが、

日差しとともに暑くなってきました。 

 プールでは、女子バレー部の生徒が、プール清掃をしていました。隅々まできれいに

ブラシをかけていました。これで、夏休み明けのプールが気持ちよく使えますね。また、

校舎内を歩いていると、プール清掃担当と分担して、校舎の階段を丁寧に清掃をして

いる生徒さんにも会いました。どうもありがとうございます。 

  

   学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 8月 20日（木） 

都筑区席書大会が本校で行われました 



  

 都筑区席書大会が本校を会場として行われました。区内８校の代表生徒が参加し、

毛筆部門と硬筆部門に分かれて活動していました。教室に入ると、生徒たちが背筋を

伸ばし真剣に取り組み、張り詰めた空気が伝わってきました。 

 特にお手本がなく、指示された文字、文書を書かなければならないので、難しいなあ

と思いました。 

   

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 8月 18日（火） 

今日の天気は、晴れ？雨？それとも・・・・ 

   

 いよいよ来週末から授業が始まります。お盆明けから、部活動で活動する生徒たちが

登校し、子どもたちの元気な声が校舎内外に響いています。元気な子どもたちの声が

聞こえる学校はいいですね。 

 今日は、陸上部、男女バレー部、男女バスケットボール部、バドミントン部、野球部、

サッカー部、剣道部、科学部、ＥＳＳ部が活動をしています。 

  

 今日の写真は、出勤後の空。港北ＮＴ側の空は、大山がはっきりと見える青空、グラ

ンド側の空は、風雲急を告げそうな鉛色の空、不安な一日の始まりでしたが、今日の天

気は大丈夫そうです。 

 右の写真は、昨日紹介した美術部の都筑民家園での作品制作が、本日の神奈川新

聞に掲載されていました。いろいろな場面で生徒たちが活躍する姿はうれしいもので

す。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 8月 17日（月） 

えっ？古民家が水族館に？！ 



   

 『出現！都筑アクッリウム』 

 以前にご紹介しましたが、本校美術部と中川西中学校美術部が一緒に活動をして、

張り子の海の生き物ワークショップ作品を完成させました。今月３０日まで、都筑民家園

で作品の展示が行われています。 

 古民家の室内空間をシャチ、マンタ、タコ、ダイオウイカ、カニなどが、まるで自由に泳

ぎ、動き、楽しんでいるようでした。 

 私が見学した創作活動の時には、新聞紙で形を整えていたところでしたので、より一

層作品の完成度に感激しました。都筑アクアリウムにぜひともお出かけください。 

 

   学校長   栗原 公明  
 

 

2015年 8月 14日（金） 

中学生の休み 

   

 昼の気温が３１．３℃。運動場も体育館も校舎内も、子供の姿は学校敷地内には見当

たりません。各部活で活動日を設定していますが、ここ数年、１３日、１４日はどの部活

も校内活動をしていません。ちょうどお盆の時期、子供たちは家庭や地域、または田舎

で過ごしていることでしょう。この時期ならではの体験も大切にしてほしいと思います。 

 職員室にいて聞こえてくるのは、一日がかりで行っている消防施設点検のため業者

が校内放送で流している音楽、先生方がパソコン入力をするキーボードの音、そして一

生懸命泣き続けているセミの声です。電話もほとんどかかってきません。写真右は、敷

地内を回った時に撮った写真です。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、木の幹に

止まっているアブラゼミです（赤い丸印内）。こんな近くに止まってジージー鳴いていま

す。 

 来週１７日(月)から部活動が再開します。友達と再会しての話も盛り上がり、部活動と

しても盛り上がることでしょう。そんな活気が元に戻ってくるのをじっと待っているかのよ

うに、静寂な時間が流れています。(副校長)  
 

 

2015年 8月 13日（木） 

今だからこそできる取組 



   

 今日はあいにくの雨。とついつい言ってしまいますが、恵みの雨ということもあります。

昨日、今日、明日とすべての部活動が校内活動お休みです。来校者も教職員の出勤も

少ないこのお盆の時期に、校内では技術員さんが 校内をピカピカに仕上げています。 

 写真左は、校長室前から３年昇降口の方を見た職員室前廊下の様子です。光が当た

って反射してピカピカしているのが分かります。昨日、ワックスがけをしました。 

 写真右は、職員玄関から１年昇降口の方を見た職員室前廊下の様子です。光が当た

っていますが、反射していません。昨日清掃を終え、本日ワックスがけとなります。１階

廊下、９０ｍ強の長さがあります。到底１日の作業では終わりません。 

 ということで写真中央。職員玄関には、立ち入り禁止の表示をしています。今だからで

きることを技術員さんが意図的・計画的に取り組んでいます。 

 夏休みも半分を折り返し、残り今日を含めて１４日です。生徒の皆さんも今だからでき

ることに取り組み、有意義な夏休みにしてほしいと教職員一同願っています。（副校長） 
 

 

2015年 8月 10日（月） 

盆踊りパトロールご協力ありがとうございました 

  

 今日は久しぶりに雨が降りました。 

８月１日、８日の両日、牛久保東、南山田、大棚の町会をはじめ、本校学区周辺の町会

の盆踊りが行われました。本校学区内の盆踊りでは、本校職員とともに、ＰＴＡ校外委

員のみなさま、地域のみなさまにもパトロールのご協力をいただき、生徒たちは安全に

過ごすことができました。ありがとうございました。 

 

【写真左】 

 タウンニュース（８月６日発行）に、本校美術部が近隣の地下鉄駅にポスターを進呈し

たことが掲載されていました。遅くなりましたがご紹介します。 

【写真右】 

 帰宅途中、信号の「赤」と夕日の「赤」が重なり、思わずパチリ！ 私事ですみません。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 8月 7日（金） 



演劇部、美術部の活動、英語弁論大会横浜ブロック予選を紹介します。 

   

【写真左】  

 ８月３日（月）、西公会堂で神奈川県中学校英語弁論大会横浜ブロック予選が行われ

ました。５分間の長いスピーチでしたが、とても落ち着いた素晴らしいスピーチでした。１

０月に行われる本選のスピーチ、おおいに期待しています。 

【写真中】 

 ８月６日（木）、南山田小学校にて、演劇部のみなさんが、はまっこを利用されている

児童のみなさんに、交通安全を題材とした紙芝居を行いました。都筑区少年補導員の

方より依頼があり、当日は少年補導員の方や都筑署生活安全課長をはじめ警察関係

者の方も参加されました。本校演劇部が毎年行っている取り組みです。演劇部のみな

さんのセリフがとてもリアルで、子どもたちの気持ちを引き付けていました。 

【写真右】 

 ８月６日～３０日の期間に、『出現！ 都筑アクアリウム』という企画が、都筑民家園で

行われています。６日～８日は生徒によるワークショップ、９日からは、作品の展示が都

筑民家園で行われます。なお、１０日（月）、２４日（月）は休館日です。 

 

 学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 8月 6日（木） 

世代交代《Part２》 

 

 １週間連続の猛暑日となりそうです。 

 今日も午前中から部活動です。昨日紹介した運動系部活動は

もちろん、文化系部活動も活動しています。今日は午前中、科学

部、ＥＳＳ部、吹奏楽部が校内で活動していました。美術部は都

筑民家園で、演劇部は南山田小はまっ子で、活動に取り組みま

した。文科系部活動もおおよそ、２年生がリードしてがんばってい

ます。ここでも世代交代が進んでいます。 

 そして、職員室前の部活動の連絡ボード。今、真っ白になって

います。夏休み明けになるとまた、２年生によってたくさんの連絡

事項が書き込まれ、あふれることでしょう。こんなところにも世代

交代があらわれています。（副校長）  
 

 

 

2015年 8月 5日（水） 

世代交代 



   

 昨日、統計開始以来初の５日連続猛暑日を記録しましたが、今日の暑さも更新の見

込みです。 

 午前中から今日も部活動です。下グランドではサッカー部、上グランドでは陸上部、野

球部、体育館では女子バスケット部、女子バレー部。陸上部以外は、市大会を終え、３

年が引退して、２年がリードすることになりました。どの部も２年生が少し自信なげな感

じで取り組んでいましたが、今までの経験を活かして少しずつ１年生をリードしてほしい

です。これからの大会に向けて、新しいチームを作り上げるべく、本格的に始動してい

ます。 

 しっかり寝て、栄養バランスのよい食事をとり、規則正しい生活を心がけてください。

その上で、熱中症対策をしながら、暑さに負けず部活動に励んでほしいと願っていま

す。 （副校長） 
 

 

2015年 8月 4日（火） 

頑張っているぞ！中中生！～陸上部編～《Part４》 

 

 昨日、三ツ沢公園陸上競技場で中学校総合体育大会陸上競技

の部「北部ブロック予選会」が開催されました。 

 日差しの強い中、それぞれの種目に参加した子供たち。正に

「他者との戦い」とともに「自分との戦い」でした。中中はバッグスタ

ンドにＰＴＡから借りた白テントを張って、競技が始まるとフィールド

との境のフェンスまで出て、仲間の頑張りに声援を送っていまし

た。それに応えるかのように、選手も力を発揮していました。 

 顧問の先生方も大会役員として、大会のスムーズな運営に尽力

されていました。中には５時間ずっと審判員として立ちっぱなしで

「トイレも行けなかった」という声も聞きました。(副校長) 
 

 

 

2015年 8月 1日（土） 

頑張っているぞ！中中生！～茶道部編～《Part３》 

 今日から８月になりました。「暑い」とつい言いたくなってしまう今年の暑さの厳しさ。み

なさん、お元気ですか。 

 生徒たちは猛暑が続く中ですが、連日いろいろな場面で大活躍！今日は茶道部が、

都筑民家園で、夏のお稽古茶会を行いました。部員のみなさんは、厳しい暑さの中でし

たが、凛としてお茶会に臨んでいました。 

 夕方からは、牛久保東自治会の盆踊りが中川小学校で行われ、ＰＴＡ本部役員と校

外委員のみなさま、地域の青少年指導員をはじめ、たくさんの方のご協力をいただきな

がら、職員も一緒に会場をパトロールしました。多くの生徒たちが来場しており、職員を



取り囲むように夏休みの近況を話しているようでした。 

 ※今日は写真がなくて、ごめんなさい。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 7月 30日（木） 

頑張っているぞ！中中生！ 《Part２》 

  

 都筑区役所１階ロビーにて行われている本校写真部の作品展に行ってきました。春

夏秋冬の四季をテーマに、写真が展示されていました。四季の美しさを伝える風景、心

を癒してもらえる動物の愛らしい姿、”撮り鉄”の蒸気機関車の雄姿など、写真部員の

説明を受けながら、ホッとするひと時を過ごすことができました。 

 このような心のサプリメントが、あわただしい日々の生活には最高です。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 7月 30日（木） 

頑張っているぞ！中中生！ 《Part1》 

  

 午前中、横浜市英語スピーチコンテストが、西公会堂にて行われました。本校からは

３年生の生徒が代表として出場しました。終始笑顔を絶やさず、落ち着いた素晴らしい

スピーチでした。私の英語力では、情けないのですが、スピーチの内容は？？？でした

が、発表者の笑顔と温かさにより、自分なりに理解できたかなと思いました。 

 午後は、吹奏楽部のコンクールが県民ホールで行われました。連日の厳しい暑さの

中での練習でしたが、本当によく頑張りました。本番のステージは、生徒たちの音楽へ

の気持ちがこめられた素晴らしいサウンドが、県民ホールのみなさんの心を魅了しまし

た。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 



2015年 7月 29日（水） 

男子バレーボール部県大会！ 横浜市演劇発表会！ 

  

 今日は男子バレーボール部と演劇部の大会・発表会がありました。 

 男子バレーボールは、弥栄高校で行われました。高温で湿度が高い体育館は、試合

を行う選手にとっては厳しい環境でした。試合は接戦となり、１セット目は後半に逆転さ

れ２２対２５、２セット目は前半大きくリードされながらも後半逆転して２５対２３、しかしフ

ルセットの末に惜敗。選手たちは本当によく頑張りました。 

 演劇部は青葉公会堂にて、『常盤色の噺』を発表しました。台本は生徒作と聞き、そ

の内容のすばらしさと部員の皆さんの演技力に感動しました。上演された５０分があっ

という間に感じられました。 

 演劇部の撮影については、撮影について制限があり写真がなくて申し訳ありません。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 7月 27日（月） 

美術部レポート Part2 

  

 美術部の生徒のみなさんが、「季節のメッセージカード」と「トイレ利用のマナーポスタ

ー」を作成し、近隣の駅のご協力により、掲示していただいたことを以前ＨＰで紹介しま

したが、今回は、センター北駅の紹介に引き続き、北山田駅と東山田駅をご紹介しま

す。 

 【写真左】東山田駅  改札を入って、左手に掲示されています。また、男女のトイレに

もあります。 

 【写真右】北山田駅  改札を出て、正面のところに掲示されています。また、トイレも

同様に掲示されています。 

 駅をご利用の際に、ご覧になっていただけると嬉しいです。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 



2015年 7月 26日（日） 

新チームで試合が行われました！ 

  

 市総体ではほとんどの部活動の決勝戦が行われ、競技が終了したようです。本校で

も生徒たちの健闘及ばず、ほとんどの部活動が３年生から後輩たちへと委ねられ、現

在は後輩たちが厳しい暑さの中で汗を流し頑張っています。 

 職員室の前のホワイトボードには、大会の応援への感謝のメッセージも書かれていま

した。 

 今日は中川西中学校で、野球部の新チームが茅ヶ崎中と試合があるということで応

援に行ってきました。結果は、４対３で接戦をものにしました。とてもいい試合でした。 

 

 祝 おめでとうございます 

 男子バレーボール部  県大会出場！ 

 

 県大会は、７月２９日（水）、弥栄高校で行われます。ご健闘をお祈りいたします。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 7月 25日（土） 

南山田虫送りが行われました ～横浜市無形民族文化財指定～ 

  

 ７月２５日（土）、横浜市無形民族文化財に指定されている『南山田の虫送り』が行わ

れました。江戸時代から始まった行事で、途中いろいろご苦労されたこともあったようで

すが、地域の皆様のご尽力により復活して、今回が４０回目となります。 

 本校の生徒もお囃子の一員として大活躍でした。当日は南山田自治会館をスタートし

て、山田神社で保存会の会長さんからごあいさつをいただき、そして中継地点の菊屋さ

んのところで、子どもたちが松明を受け取りました。松明を受け取った時には、日が落

ち、２００本以上の松明が中原街道を進む光景は、大変幻想的で素晴らしいものでし

た。 

 保存会の会長さんからは、お囃子の一員として伝統行事を受け継いでもらえる中学



生の呼びかけがありました。興味関心のある中学生のみなさんがいましたら、学校まで

連絡お願いします。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 7月 22日（水） 

職員室がピカピカ！普段できないことでも、時間の活用を工夫すると！ 

  

 夏休みになりました。この長期休業を利用して、普段の学校生活では取り組むことが

できなかったことに取り組みましょうという内容の話を、生徒の皆さんは集会やクラスな

どで聞いたことと思います。 

 学校では、職員に会議室へ移動してもらい、職員室の機能を移して、職員室のワック

スがけを技術員の方にお願いしました。ご覧のように床はピカピカ、蛍光灯が床に映り

こんでいます。授業が行われている時にはできないことですが、夏休みだからこそでき

ること。生徒の皆さんの休み中の生活でも、時間と条件が整っているからこそできるこ

とがあると思います。せっかくの機会ですから、時間を有効に活用してみてはいかがで

すか？ 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 7月 21日（火） 

最寄りの駅に美術部からのメッセージ 

  

 地域との交流活動の一環として、横浜市交通局のご協力をいただき、学区に近いセ

ンター北駅、北山田駅、東山田駅の３駅に美術部生徒からのメッセージが届けられまし

た。 

 今年は梅雨明けとともに厳しい暑さが続いていますが、駅を利用される方のお気持ち

を少しでも癒していただきたいという思いで、夏のイラストとメッセージを掲出しました。 

 また、トイレには、マナーを呼びかけるメッセージポスターも掲出させていただきまし



た。お近くの駅をご利用の際に、ご覧いただければ幸いです。 

 なお、北山田駅、東山田駅は、明日以降の掲出になると思います。 

 

   学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 7月 17日（金） 

この変化は！？ 雲・泥・の違い 

   

 今日で夏休み前の授業が終わりました。今のところ、心配されていた台風の影響もな

さそうで、ひと安心。台風が過ぎ去ったら、梅雨明け宣言が出されそうですね。 

 青空の写真は、１５日（水）と台風が日本列島に近づき始めた１６日（木）の校舎から

眺めた港北ＮＴの街並みと空模様。青色から鉛色に大きく変わりました。 

 昨日大掃除を終えた登校前の教室は、床がピカピカ、鏡のように映し出され、こちらも

大きく変わりました。 

 午後は全校集会が行われ、体育祭の総集編映像、校長講話、生徒指導専任からの

話、文化祭実行委員会から文化祭のテーマとテーマソングの発表、そして表彰と盛りだ

くさんで長時間に及びましたが、生徒の皆さんはきちんと話をきき、集会に臨んでいま

した。 

 明日から夏休みになります。健康に十分注意をして、有意義な夏休みを過ごしてくだ

さい。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 7月 16日（木） 

もうすぐ俺たちの出番だ！（byモップ） 今日は夏休み前の大掃除 

  

 今日は夏休み前の全校あげての大掃除。台風の影響でとても湿度が高く、ちょっと動

くだけで汗が噴き出るような状況でしたが、生徒たちは本当によく活動していました。歯

ブラシを使って出入口のレール清掃、階段の滑り止めも１つ１つていねいに汚れを落と

し、教室はていねいにブラッシングと、生徒・教員が汗だくになって大掃除に取り組み、

おかげで校舎内はとってもきれいになりました。 



 昇降口の掃除も写真のように、１区画ごとにていねいに清掃しています。清掃に先立

ち、清掃がしやすいように、靴箱のくつを各自が袋を用意して、事前に空にしておく気配

りがとてもすばらしいです。 

 さて、明日は夏休み前の最後の授業となります。台風が日本列島に近づき心配です

が、被害が起きないことを祈ってます。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 7月 15日（水） 

おはようございます！今日は生活委員による G-day 

   

 今日は夏休み前の生活委員による G-ｄａｙ。各学年昇降口からは、「おはようござい

ます」のさわやかな声が聞こえてきました。気持ちのいいあいさつで始まる学校生活を

大切にしていきたいですね。 

 さて、今日の午後は、１年生の学年集会が行われました。各クラス代表生徒、そして、

先生方から生活面、学習面、部活動等についての話があり、生徒の皆さんは午後の暑

い時間でしたが、しっかりと話を聞いていました。 

 今日も夏日が続き、風が強いためか、富士山も山頂までくっきり見えました。 

 

   学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 7月 14日（火） 

出そろいました自由曲！秋に向けた生徒たちの熱い思いが！ 

   

 １０月２２日・２３日に予定されている文化祭に向けた活動が、もうすでに始まっていま

す。 

 合唱コンクールに向けたすべてのクラスの自由曲が、廊下に掲示されています。（ちょ

っと、見づらくてごめんなさい）。また、自由曲だけではなく、指揮者や伴奏者、審査員、

パートリーダーも決まっているクラスも多いかと思います。 

 体育祭は事前に聞いたとおりの素晴らしい体育祭でした。文化祭も体育祭に負けな

いくらい素晴らしいと聞いているので、今からとても楽しみです。 

 今日で個人面談が終わります。また、横浜子ども会議の一環として、本日都筑区子ど

も会議が行われ、本校からは本部役員が参加しています。 



 今日も酷暑となり、週末は台風が心配ですが、体調管理に気をつけてくださいね。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 7月 13日（月） 

真夏日が続いています。校庭からは元気な部活動生徒の声！ 

 

 今週は夏休み前の最後の週になりました。校庭では、今日も厳

しい暑さの中、生徒たちの元気な声が聞こえてきます。 

 先週から始まった個人面談は明日で終わります。この前の土日

も市総体の大会が各地で行われました。 

 梅雨明けを思わせる暑さでしたが、文字通り熱い戦いが試合会

場で行われました。試合結果をお知らせします。 

 

  ◆男子バスケットボール  ４回戦に進むが惜敗 

  ◆女子バレーボール    ３回戦に進むが惜敗 

  ◆サッカー         ３回戦に進むが惜敗 

 各試合会場では、多くの保護者の方に応援に来ていただき、生

徒たちも熱い声援に後押しされ、随所に素晴らしいプレーを見るこ

とができました。 

  

 ちょっと、遅くなりましたが、９組作成のカレンダー「７月」のデザ

インを紹介します。七夕のイラストがステキですね。 

 

  学校長  栗原 公明   

 

 

 

2015年 7月 10日（金） 

個人面談が始まっています。３年生の廊下には、進路関係の資料が！ 

  

 昨日より個人面談が始まりました。面談前のちょっぴり緊張した顔、面談が終わって

ホッとした顔、ニコニコ顔、渋い顔、皆さんは、どんな顔かな。夏休みを迎えるにあたり、

これまでの学校生活を振り返り、これからの学校生活につなげてください。 

 さて、３年生のフロアを歩いていたら、各クラスの前に進路に関する資料が置かれて、

いよいよ進路だねと感じさせられました。進路だよりには高校の説明会や見学会のお

知らせがだいぶ多くなり、廊下のポスターも増えてきました。 



 今月発行された生徒会本部の新聞（コネクト）には、生徒総会、清掃コンクール、本部

役員選挙などの記事が掲載され、楽しく読ませてもらいました。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 7月 9日（木） 

そうだ図書室に行こう！ 

  

 本校の図書室は学校司書が配置されています。生徒たちが利用しやすいように図書

室が整備され、また図書室前の廊下にも、最近話題となっているニュースなどが掲示さ

れ、生徒たちの興味・関心を高める工夫がされています。 

 １年昇降口の廊下には、６月の各学年・クラスの図書室利用に関する数字が掲載さ

れています。また、司書の方に伺ったところ、昨年度比で図書室利用者数・貸出数も増

えているとのことです。 

 市の図書館では予約待ちで借りづらい本も、本校の図書室の方が借りやすいことも

あるそうです。じっくりと時間が使える夏休みにぜひとも読書を！ 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 7月 8日（水） 

清掃コンクール 

 

 美化委員会主催の清掃コンクールが月曜日から始まり、今日で

終わりました。いつも以上に黒板を雑巾できれいにしたり、床を消

しゴムを使ってきれいにしたり、机を縦横しっかりと揃えて並べた

り…。 

 採点する美化委員も、手でさっと触れて手に汚れがつかない

か、机の表面を目を皿のようにして見て落書きが残っていないか

等、厳しいチェックが入っていました。 

 担任の先生方も我クラスの結果が気になって、職員室でそわそ

わしていました。結果は後ほど各クラスに伝えられます。楽しみに

していてください。(副校長)  
 

 

 

2015年 7月 7日（火） 

学校運営協議会の委員の皆さんが授業を参観しました 



  

 ７月６日（月）、第２回学校運営協議会を行いました。写真は第１回、第２回の学校運

営協議会の資料ですが、表紙には生徒たちが活躍している様子の写真が掲載されて

います。このように、本校の学校運営の柱の一つとして、生徒たちの活動・活躍をでき

るだけ、多くのみなさんに知ってもらいたいと思っています。 

 今回は委員の皆さんに授業参観をしていただき、意見交換を行いました。少人数指

導の授業もみていただき、教員の目が細部にまで行き届く授業展開に、改めて少人数

指導の教育的効果を感じていただきました。 

 また、廊下や階段に掲示されている、部活動のスローガン、校外学習や体育祭の掲

示物についても高い評価をいただきました。 

 雨が降り、お足元の悪いところ、ご来校いただき、まことにありがとうございました。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 7月 6日（月） 

熱いのはワールドカップだけじゃないぞ！ 

  

 今日は女子サッカーワールドカップ決勝戦が行われ、日本各地から熱い声援が送ら

れていましたが、熱い戦いはワールドカップだけではありません。週末の４日・５日は市

総体関係の運動部の公式戦が横浜市内の各中学校を会場として行われました。勝負

ですから、当然結果として勝ち負けがあり、歓喜のチーム、悔し涙のチームがあります

が、どの会場のどの試合も生徒たちが一生懸命に試合に臨む姿には、感動させられま

した。 

 これまでの中川中の試合結果をお知らせします。 

 

 ○サッカー  ３回戦へ  

 ○男子バスケットボール  ３回戦へ 

 ○男子バレーボール  市大会あり 

 ○剣道  ブロック予選 男女とも決勝トーナメント進出  市大会あり 

 ○バドミントン  区大会個人シングルス 優勝  市大会へ 



                個人ダブルス  ４位・５位 

            市大会 団体戦  ３回戦惜敗  市ベスト３２ 

 ○野球  市大会１回戦惜敗 

 ○女子バレーボール  区大会５位  市大会あり 

 ○女子バスケットボール  市大会２回戦惜敗 

 

 これから大会やコンクールが予定されている皆さんのご健闘を心よりお祈りいたしま

す。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 7月 3日（金） 

都筑区個別支援学級交流会が行われました 

   

 本年度第１回目の都筑区個別支援学級交流会が早渕中学校で行われました。早渕

中に向かう時は、時折雨が強まり大変でしたが、生徒たちは写真のようにきちんと１列

になってマナーを守り、会場に向かいました。とても立派でした。 

 今年度行われる行事は、他校の生徒が一緒になった班編成で、様々な活動に取り組

みます。今日はその初回、お互いを知りチームワークを高めることを狙いとして、「自己

紹介すごろく」「メディシンボール」といったレクレーションを中心としたプログラムでした。

生徒たちはとても楽しく過ごすことができました。 

  

 【写真中】開会式では、各校の紹介と自己紹介を行いました。中川中学校の生徒たち

の自己紹介のようすです。 

 【写真右】閉会式では、全員が「すてきなともだち」を歌いました。この歌の伴奏と指揮

は、中川中の生徒が担当し、堂々としていて、すばらしかったです。 

 

 明日は、市総体の各種目の大会が予定されています。日ごろの練習の成果を存分に

発揮し、勝ち進んでいくことを応援しています。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 7月 2日（木） 

写真部の写真が、季節の変化を届けます 



   

 職員室前の廊下には、写真部が撮影した写真が掲示されています。どれも素晴らし

い写真ばかりです。年度当初の桜やチューリップの写真から始まり、季節の移り変わり

とともに、鯉のぼり、新緑など初夏の写真が最近掲示されました。 

 すべての写真には、題名とあわせて、俳句または短歌が添えられています。その中

の一部を紹介します。 

 

 「新緑の 降り注ぐ池の 中を行く ボート家族と 思い出乗せて」 

 「日の終わり やわらかな光 差し込んで 春の夕方 いやしています」 

 「そびえ立つ 無数にのびる 花のビル」 

 

 【お礼】 

 昨日は本校の地区別懇談会を学区３会場で行いました。足元が悪い状況での開催と

なりましたが、保護者・地域のみなさまにご参会いただき、誠にありがとうございまし

た。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 7月 1日（水） 

まだまだ続きます！体育祭のお話！PTAからステキなプレゼント 

  

 PTA本部より全校生徒にステキなプレゼントがありました。今年度から、PTA本部が

体育祭の参加賞を企画し、写真のようなステキなデザインのノートを全校生徒にいただ

きました。 

 このノートのデザインになっている作品は、すべて生徒が考えたものです。美術部制

作の各色の応援団旗、応援団が中心となって作成した応援冊子、英文書道部作成の

ポスター、実行委員会作成のスローガンなど、どれも生徒作成のすばらしいものばか

り。 

 『生徒が主役となる学校づくり』を学校運営の柱としていますが、まさに生徒が主役に

なっているステキな参加賞です。ありがとうございました。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 



2015年 6月 30日（火） 

３年生の学年集会は、体育祭の感動を再び！ 

  

 昨日は３年生が体育祭の振り返りをメインとした学年集会を行いました。体育祭のシ

ーンをまとめた映像では、体育祭を思い出させるような歓声があがり、改めて自分たち

の頑張りを確かめているようでした。映像の後は、応援団の生徒からメッセージがあ

り、一人ひとりの言葉に充実感・達成感を強く感じました。全体の振り返りの中では、反

省すべきことも出され、今後の学校生活、そして生徒たちの言葉にもありましたが、ぜ

ひとも文化祭につなげて欲しいと思います。 

 ３年生のフロアに、七夕の竹が立てかけられました。短冊が一段と増えたようです。星

に願いを！皆さんの願いがかないますように！ 

  

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 6月 29日（月） 

どのようにもっている力を高めていくのか 

 

 ３年生の体育は、「走り幅跳び、走り高跳び、ハードル走」からの

選択学習でした。自分の今もっている力を知り、その力をいかにし

て高めていくか、自分に合う踏切位置を見つけたり、自分に合う場

を見つけたりしながら、練習を積み重ねてきました。 

 今日の学習で１２時間目、友達と競ったり、自分自身の記録を更

新しようとしたりして、記録に挑戦していました。走り高跳びはバー

が落ちるか落ちないか、走り幅跳びやハードル走は数センチやコ

ンマ何秒に一喜一憂していました。 

 自分の姿を見ることはできないので、よりよいフォームや踏切位

置、空中姿勢等は、見合うしかありません。「見合い、教え合い、

学び合う」学習が大切になります。（副校長） 
 

 

 

2015年 6月 26日（金） 

全生徒で今年度取り組み続けること 



 

 今日の５・６校時に体育館で生徒総会が行われました。自分た

ちの学校生活を自分たちでよりよくするための話合いです。本部

役員及び各専門委員会の年間計画に対して、各クラスから質疑

が出て、それに対して本部役員や専門委員会代表から回答をし

ました。今年度の方針・活動について全生徒で承認しました。会

全体を通して、主体的に参加することができました。 

  これからの学校生活で、今日、確認・承認された方針や活動に

対して、全生徒で主体的に取り組んで進めていくことになります。

よりよい生徒会活動の実現を目指してがんばってほしいです。（副

校長） 
 

 

 

2015年 6月 25日（木） 

９組の野菜は美味しいぞ！ 

  

 ９組の農園の野菜が、すくすくと育っています。以前に昼食を一緒に食べて大根の味

噌汁をごちそうになった時は、大根は葉の部分はりっぱでしたが、根の部分は小指くら

いでした。 

 今日、授業で９組の皆さんが農園にいたので、畑をみたら、大根はとてもりっぱに育

ち、腕の太さに近づきつつありました。悔しいことに、瑞々しく美味しそうな野菜なので、

虫たちが生徒たちより先に食べているようです。 

 今日の午後は３年生の学年懇親会が予定されています。今年の体育祭のスライドシ

ョーを企画しています。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 6月 24日（水） 

梅雨空が一転、今日は気持ちのよい青空 

   

 「ゲリラ豪雨」という言葉が定着し、昨日も関東地方のあちこちで雷雨・豪雨のニュー

スがありました。しかし、今日は写真のように気持ちのよい青空。 

 今日は廊下に掲示されている生徒会新聞『コネクト』を紹介します。生徒朝会で行わ



れた夏の大会に向けた部活動壮行会、先日行われた体育祭や今月末に行われる生徒

総会、そしてペットボトルキャップ回収など、盛りだくさんの内容がとてもきれいにレイア

ウトされ編集されています。 

 最後に体育祭の応援団の写真を掲載していませんでしたので、大変遅くなりました

が、優勝した青組の写真をご紹介します。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 6月 23日（火） 

今年も３冠は・・・・ 

   

 今日の１時間目は、生徒たちは体育祭の振り返りを行いました。一人ひとりが全力を

尽くしてみんなで作り上げた体育祭でした。中川の伝統として引き継ぐところはしっかり

と引き継ぎ、課題は今後の体育祭に生かして、さらに進化・発展させて欲しいと思いま

す。 

 今年も残念ながら、３冠は来年度への持ち越しとなりました。この５年間は、３冠が出

ていないようです。応援と色別は、赤組が優勝。競技は青組の優勝となりました。 

 写真は体育祭３冠に向けて教室の黒板に書かれていたメッセージの一部です。いろ

いろな学年で、自分たちの思いが黒板に書かれていました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 6月 20日（土） 

生徒の熱い思いが届いた！快晴のもとで第６９回体育祭！ 

   

 今週は天候が不順で、Ｗｅｂ日記を書くたびに、今日も雨の話題かと思いつつ、体育

祭当日を迎えることになりました。 

 今日は今までの不安を吹き飛ばすような青空、でも昨日も雨で、会場設営等ほとんど

準備ができていません。でもその不安は、７時３０分に係生徒が登校してから、すぐに

解消しました。生徒たちの意識が高く、あっという間に会場が出来上がり、３０分遅れの

開始で体育祭を始めることができました。 

 今年の体育祭も生徒たちが本気で競技に取り組み、本気で応援する姿は、グランドで

応援している人たちに感動を与えてもらいました。本当にすばらしい体育祭をありがと



う。 

 今日の写真は、美術部が作成した各色のマスコットアートを紹介します。実際のリア

ル感をお伝えできなくて残念です。 

 最後になりましたが、運営にご協力いただいた地域の皆様、ＰＴＡ役員・委員の皆様、

ありがとうございました。また、生徒への温かいご声援をいただいたご来賓のみなさま、

保護者のみなさま、ありがとうございました。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 6月 19日（金） 

えっ、この声は！？ やはり、応援団のみなさんでした！ 

   

 明日は体育祭。しかし、外は雨。本来ならば、今頃は明日の体育祭に向けて準備をし

ているところです。 

 校長室で仕事をしていたら、何やら生徒たちの声が聞こえてきました。えっ、今日のこ

の時間も！と思いつつ、３階の３年生のフロアに行ってみると、各色の団長、色責の生

徒をはじめ、３年生が積極的に各色のメンバーをまとめていました。 

 まだまだ、応援団の声が聞こえています。 

 

  ♪♪てるてる坊主 明日 天気にしておくれ～♪♪ 

 お願いできるものには、すべてお願いしたい思いです。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 6月 18日（木） 

急な雨にも素早く対応！色別集会リハーサルを体育館で行いました。 

   

 今日は色別練習のリハーサル。各色が本番を想定してグランドで、割り当てられた時

間内で最終練習を行う予定でした。天候もどうにかもっていたので、いざ練習というとこ

ろで、なんとまた急な雨。 

 生徒たちは急きょ、体育館でのリハーサルに変更しました。写真は各色の練習の様

子です。体育館の生徒たちの熱気と意気込みが実際に伝えられないのが残念です。私

も本当に感動しました。 



 限られたスペースの中で、しかも雨による急な変更もある中で、３年生が中心となって

生徒たちに指示を出して、先生たちの指示する声がなくても、すべてスムーズに進行し

ていることに、もう一度感動！ 

 

 とにかく、２０日（土）、晴れて欲しい！ 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 6月 17日（水） 

体育祭の予行途中でいきなり雨が・・・・  でも、応援練習の元気な声が雨雲を遠くかな

たへ！ 

  

 今日は体育祭予行でしたが、開始早々雲行きが怪しくなり、雨が降ってきてしまいま

した。予行を打ち切り、体育館や武道場、教室を使って、色ごとのローテーションで応援

練習を中心とする特別時間割を行いました。突然の変更でしたが、戸惑いもあったと思

いますが、生徒たちは体育祭に向けて一生懸命に練習に取り組んでいました。 

 また、いすを教室に戻す時にも、保健委員が雑巾を用意していすの足を拭き、整然と

行動していたのは立派でした。 

 放課後も応援団による応援練習の熱いエールが３階の３年生のフロアから聞こえてき

ました。教室は熱気に包まれていました。 

 今後体育予行は行いませんので、生徒のみなさん一人ひとりが体育祭への意識をし

っかりもって、「考え、判断し、行動する」ことで体育祭を成功させましょう。よろしくお願

いします。 

  

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 6月 16日（火） 

何を目指すのか 

   

 今日の生徒会朝会で、各部活動から今年度のテーマとそれに関する意気込み等が

発表されました。運動系の部活動、文科系の部活動の二部に分け、テーマの発表と同



時にギャラリーからそれが書かれた垂れ幕が披露されました。 

 何事も何となく取り組むのではなく、目標やテーマなど、みんなで目指すものを共有し

取り組むことで、苦しくてもがんばれたり、あきらめなかったりできます。自分たちを振り

返ることができ、成果や課題もより明確になります。 

 充実感や達成感をみんなに味わってほしいと願っています。（副校長）  
 

 

2015年 6月 15日（月） 

今日は暑い！応援練習も熱い！ 

   

 体育祭に向けて、生徒たちの気持ちが一気に高まってきました。今日から３日間連続

で、総合の時間に色別集会が行われます。３年生の応援団が中心となって下級生に指

示を出し、自分たちが考えた応援練習を何度も練習をしました。夏の暑い日差しでした

が、本当によく頑張っていました。 

 午前中は、１年生・２年生が学年練習をしていました。午前中も暑かったですが、生徒

たちは本当によくやっていました。 

 明日の色別集会も楽しみですね。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 6月 12日（金） 

本番に向けて 

   

 今日の昼休み、少人数教室や第二音楽室を使って、応援団が色ごとに分かれて応援

練習をしていました。昨日も「青、赤、黄」組のそれぞれ考えた応援のリードや発声の仕

方、声のかけ方等に取り組んでいました。いよいよ来週、全校で色ごとに分かれての練

習が始まります。応援団の取組いかんで、結果が違ってきます。３年生のリーダーシッ

プに期待します。中川中伝統の体育祭を継承・発展させてください。（副校長）  
 

 

2015年 6月 11日（木） 

今日は２回目のレポートです。１年生は初めての学年練習、大変よくできました！ 



  

 今日は１年生が初めての体育祭学年練習。３校時は体育館、４校時はグランドでし

た。３校時は整列の確認をしていましたが、体育館で靴を履きかえていたら、生徒の声

が聞こえないので、「あれ？いないのかな」と思って中をのぞくと、おしゃべりをしないで

並び方の確認をしていました。写真のように列がまっすぐ、立派ですね。 

  

 １年生の学年練習の前に３年生が１・２校時学年練習。昨日同様、いやさらに充実し

ていた学年練習でした。３年生一人ひとりが練習に向けた意識をしっかりと持ち、体育

祭に臨んでいるのが伝わってきました。特に応援練習では、生徒がお互いに声を掛け

合い、団長を中心に熱い声が聞こえてきました。 

 

 明日は１・２年生の学年練習が予定されていますが、天候が心配です。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 6月 11日（木） 

体育祭をみんなで盛り上げるぞ！英文書道部による応援ポスター 

   

 体育祭の学年練習が始まり、生徒たちも来週の体育祭への気持ちが高まりつつあり

ます。そこで、今回は昨年も取り組んでもらった英文書道部による「体育祭応援ポスタ

ー」を紹介します。 

 英文書道部のみなさんが、全校生徒の体育祭への気持ちを盛り上げ、成功させよう

という意気込みで、各学年の昇降口や教室にとってもおしゃれでスタイリッシュな応援

ポスターを作成し、掲示しています。 

 

    学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 6月 10日（水） 

体育祭に向けた学年練習が始動！暑さに負けずに頑張りました 



  

 今日から体育祭に向けた学年練習が始まりました。昨日の梅雨空とは一転して、晴

れて暑い日となりました。午前中に、２年生、３年生が練習を行いましたが、暑さに負け

ずに、しっかりとした練習ができたと思います。 

 今日は恒例の G-Dayなので、各昇降口では委員のみなさんが「おはようございます」

のあいさつ運動、そしてグランドに目を向けると、今日の学年練習に向けて、係の生徒

がグランドのライン引きなどの準備にあたっていました。 

 ３・４校時はさらに気温が上がってきましたが、３年生の学年練習は、校歌をしっかりと

歌い、休み時間後の集合も素早くできるなど、体育祭当日の３年生の活躍が楽しみで

す。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 6月 9日（火） 

吹奏楽部が地域清掃に参加！顔の見える関係づくりへ！ 

  

 ６月７日（日）に牛久保東自治会の地域清掃に吹奏楽部が参加しました。この清掃

は、毎月第一日曜日、地域の方が「なつみかん公園」に集合し、８時から行っているも

のです。 

 これを機会に地域の方と「顔の見える関係づくり」を進めていきたいと思います。自治

会長さんからお話をいただき、その後、３つのグループに分かれて清掃活動を行いまし

た。 

 来月も日曜日に練習を予定している部活動に、練習前にボランティア清掃をお願いし

たいと思っていますが、率先して多くの生徒の皆さんに参加してもらえるとうれしいで

す。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 6月 8日（月） 

この時期特有の空模様 



 

 ここ数日、曇り空が続き、時折雨が降り、時折太陽が顔をのぞ

かせています。気温も２０度前半と落ち着き、過ごしやすくなって

います。校舎を見上げると、どのクラスも窓を開けて心地よい風が

入るようにしています。今日、東海地方が梅雨入りしました。関東

地方もまもなく梅雨入りしそうです。来週、土曜日が体育祭です。

天候が心配な季節です。 

 耳を澄ますと鳥のさえずりも聞こえます。そんな中、ピロティにあ

るツバメの巣が先週金曜日に壊れていました。５月中旬の台風６

号の強風で破損しても修復していたツバメ。今日、巣を見上げる

と、一生懸命修復に励んでいました。こつこつと修復する姿には、

脱帽です。手を貸すことはもちろんできません。早く修復が終わる

ことを祈らずにはいられません。(副校長)  

 

 

 

2015年 6月 5日（金） 

学校・家庭・地域連携事業 第１回実行委員会総会が行われました 

  

 今日で前期中間試験が終わり、午後からはグランドや体育館、教室から子どもたちの

元気な声や吹奏楽部の楽器の音が聞こえてきました。 

 今日は学校・家庭・地域連携事業の総会が行われ、地域の方々、学校及び関係機関

の方々にご来校いただき、子どもたちの健全育成に向けた情報交換が行われました。 

 

【写真左】 

 総会の会場です。（委員の皆さまが写っていない写真となり、申し訳ありません。） 

【写真右】 

 図書室の廊下に掲示された「時事コーナー」です。最近、国内外ではいろいろな問題

がありますが、私たちに関わる身近な問題も取り上げられています。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 6月 4日（木） 

前期中間試験が始まりました。休み時間の廊下に生徒の姿は・・・・ 



   

 今日と明日の２日間で、前期中間試験が行われます。今日は国語・理科・社会、明日

は英語・数学になります。 

 

【写真左】 初めての定期試験を受ける１年生の教室です。朝の学活で、担任の先生か

ら話を聞いているところですが、テストへの緊張感が伝わってくるようです。 

 

【写真中】 ２年生の休み時間の廊下ですが、ふだんは生徒がたくさんいますが、今日

はだれもいませんでした。 

 

【写真右】 ３年生の試験中のようすです。廊下まで、生徒の皆さんの試験にかける意

気込みが伝わってきました。全力を尽くして頑張ってください。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 6月 3日（水） 

しっかり聞いて、自分で解けるように。 

  

 今日は、学習質問日です。授業が終わり教室をまわると、教室に残って先生に分から

ないところを質問する子どもたちがいました。明日・明後日のテストに向けて、分からな

いところをしっかり聞いて、自分で解けるようにしていました。答えが導き出せることが、

まず大切です。次に、正しい答えが書けることです。思考力・判断力を身につけられる

よう指導しています。 (副校長) 
 

 

2015年 6月 1日（月） 

進路説明会が行われました。 



  

 ５・６校時に進路説明会が行われました。生徒たちも一緒に参加して、進路指導主任

から、これから１年間の主な流れや進路に関する説明を受けました。これから進路選択

にあたり、心配なことや不安な思いを抱くことがあると思います。また、噂話は不安をあ

おることもあります。保護者の皆様と一緒に考え、進路指導に臨んでいきたいと思いま

す。 

 右の写真は、廊下で１年生に「それは何？」と聞いたら、技術で栽培している枝豆との

ことでした。しっかり育てて、ご家庭の方にも美味しい枝豆を食べてもらってくださいね。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 5月 29日（金） 

子供たちのために 

 

 コミュニティハウスを会場に、保護者 100名弱のご来校をいただ

き、二つの会を行いました。 

 14時からは、学校説明会です。学校経営の基本方針等を学校

長から説明させていただき、教務主任よりそれを受けて本校の教

育について説明させていただきました。 

 続いて 15時から、PTA総会です。昨年度の活動・会計について

の報告、今年度の計画・予算についての承認をいただきました。

本年度、多くの教職員が異動・着任しましたが、PTA役員さんも

多くの方が退任・着任されました。 

 子供たちのために、PTAの皆様にお力添えをいただき、教職員

一同、今年度も頑張りたいと思います。 (副校長) 
 

 

 

2015年 5月 28日（木） 

シュワッと爽やかな学校生活を！ 



 

 ２年生のフロアに、学年目標が掲示されました。「３つの C」のところには、「チャンス」

「チャレンジ」「チェンジ」と書かれています。自然教室を終え、３日間の生活で学んだこ

とがたくさんあったと思います。日に焼けた生徒たちをみると、ちょっとの間で頼もしさが

感じられます。 

 ぜひとも、この「３つの C」を大切にして、シュワッと爽やかな学校生活を送ってくださ

い。 

  

 《お詫び》 

 昨日の Web日記で、「明日は学校説明会・PTA総会があります」と記載しましたが、５

月２９日（金）が正しい日程です。申し訳ございませんでした。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 5月 27日（水） 

G-Day 各学年の昇降口から元気な「おはようございます！」 

  

 今日は G-Day、グリーティング・デイです。８時１０分から、各学年の昇降口では、当

番の生徒たちが大きな元気な声で「おはようございます！」の声。 

 「これが中川の伝統ですから！」と胸はって言えるすばらしい取り組みですから、大切

に続けていってください。 

 明日は、学校説明会、PTA総会が予定されています。よろしくお願いいたします。 

 また、昨日は今年度から設置された「学校運営協議会」の第１回協議会が行われまし

た。委員の皆様方、これからもよろしくお願いいたします。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 5月 26日（火） 



とっても素敵な１日になりました 

  

 教育実習生が本校で実習を行っていますが、本日研究授業がありました。その授業

の終わりに私が見たことを紹介します。実験が終わり、実験で使った保護用メガネを生

徒たちが返却したのですが、めがねを入れた箱がいっぱいになり、あふれた状態にな

りました。それを見たひとりの生徒が、黙々とすべてのめがねを並び替えて、写真のよ

うに整然とした状態にしました。 

 目立つ行動ではなく、とても地道な取り組みですが、とてもすばらしいと思いました。こ

のような生徒が、今の中川中を支えているんだなと改めて感じました。 

 緑に囲まれた中川中は、野鳥にとってもやさしい場所のようです。毎年、訪れる燕が

先日巣だっていきました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 5月 25日（月） 

昼休みのグランドもにぎやかになりました！ 

  

 ５月１２日の修学旅行から始まった今年度の校外学習も先週の２年生自然教室で終

わりました。それぞれの目的地から学校に戻ってきた生徒たちの表情は、とてもいい表

情でした。学校生活とは異なる環境で、様々な体験をとおして相手を思いやり協力する

ことの大切さを学び、クラス・学年の結束力を強められたことと思います。 

 ２年生は１校時に体育館にて学年集会を行い、係の代表生徒や教員から振り返りと

まとめの話がありました。 

 今日の昼休みの校庭は久しぶりに全校生徒が遊んでいるせいか、にぎやかな感じが

しました。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 5月 22日（金） 

９組の畑の野菜がすくすく育っています ♪あったかいんだから～♪ 



  

 ９組の畑に蒔き付けられた小松菜、ブロッコリー、ネギなどの芽が出てきた！と思って

いたら、あっという間に写真のように双葉、そして本葉になりつつあります。 

 最近の暖かさが、野菜の成長を後押ししているようです。これからの成長、収穫が楽

しみですね。 

 今日は２年生が自然教室から帰ってきます。中央道の集中工事による渋滞のため、

到着が遅れるとの連絡がありました。２年生の保護者の皆様宛に、メール配信する予

定です。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 5月 21日（木） 

G－day って何？ 

  

 ２・３年生の皆さんには、「知らないの？」って言われてしまいそうですが、今年異動し

てきた私は、？？？でしたので、今日は昨日の G-dayを紹介します。 

 G-Day とは、 「グリーティング Day」のことで、毎週水曜日８：０５～８：２０、各学年昇

降口で行うあいさつ運動です。学級、生活、保健、美化、放送の順で行います。委員の

皆さんは、写真のようなプラカードをもって、あいさつをしています。 

 プラカードにも書かれているように、『気持ちよいあいさつで明るい中川中にしよう』、

すばらしい取り組みですね。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 5月 20日（水） 

自然教室に出発！ いってらっしゃ～い 



  

 ２年生が自然教室に出発しました。写真は大きな荷物をもって、下グランドに向かう生

徒たちです。自然教室から帰ってきた時には、荷物とともに楽しい思い出もいっぱい詰

まっていることでしょうね。 

今回も修学旅行と同様、現地からのレポートを HPに掲載しますが、私の操作が未熟

で、写真が掲載されず、同じ掲載が載る等、お見苦しいところがあり、申し訳ありませ

ん。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 5月 18日（月） 

今日から３学年がそろいました！ 

  

 先週は１年生と３年生が遠足・修学旅行を行い、３学年が揃うのは久しぶりのことです

ね。生徒のみなさん、少しは疲れはとれましたか。 

 今日の１校時に１年生の解団式が体育館で行われました。各クラスの代表生徒が、

遠足を振り返り、話をしました。どのクラスも、遠足を通してクラスや学年の絆が深まり、

お互いが協力し合い、楽しく過ごすことができましたという話がありました。 

 今週は２年生の自然教室が予定されています。自然の中での活動ですから、どうか

晴れますように！ 

 写真は解団式と体育の授業の様子です。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 5月 15日（金） 

３年生は無事戻りました。今日は１年生の遠足！ 



  

 昨日３年生は修学旅行から戻りました。大きなけがや病気もなく、楽しい修学旅行に

なりました。当初心配された台風の影響もさほどなく、２日目・３日目は夏日となる暑さ

でしたが、ほぼ予定どおりに行動できたことは素晴らしいと思います。 

 今日は体育館で解団式を行い、クラスでは事後学習に取り組みました。 

 また、写真のように１年生が県立２１世紀の森への遠足に出発しました。ここでは、冒

険をテーマにした体験学習を行います。この体験学習の目的は人間関係を作り、みん

なで協力する気持ちや力を育てることです。この遠足を通して、１年生の結束力がさら

に強まることを期待しています。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 5月 14日（木） 

気持ちの在り様 

  

 運動場で２年生が、体育祭に向けて、二人三脚ならぬ三人四脚に取り組んでいまし

た。「１、２、１、２…」の掛け声で、歩みを進めていました。中には慣れたもので、走って

いるグループもありました。 

 用事を済ませて再び運動場を通ると、11人で挑戦していました。息を合わせるのが、

とても大変そうでした。できるかどうか、やってみなければわかりません。挑戦する気持

ちが見ていて清々しかったです。やってみなければ達成感は味わえません。失敗する

かもしれませんが、次にはつながります。気持ちの在り様が大切です。(副校長)  
 

 

2015年 5月 13日（水） 

台風の影響 



  

 今朝、校舎内外を先生方が確認すると、３年昇降口付近にあるビワの木の枝が折れ

て職員玄関前まで飛ばされていました。もう一つは、ピロティーに今年もツバメが巣を作

っていたのですが、ほぼ完成していたのに、風で大方吹き飛ばされていました。それ以

外は、大きな被害はありませんでした。 

 台風一過(？)で快晴、気温もぐんぐん上がり、15時で 26.7℃でした。今日は教職員の

出張日のため、諸活動なし。昨日も暴風警報が発令されて、部活動が中止、下校となり

ました。きっと子供たちは部活動がしたかったでしょうね。半日ですが、ゆったり家で過

ごせたのではないでしょうか。（副校長）  
 

 

2015年 5月 12日（火） 

風にも負けず 

  

 台風６号の影響で、朝から強い風が吹いています。運動場の木々も、風でいつもと違

う形になっていました。職員室にいると風の音以外はいたって静かでした。ふとにぎや

かだなと運動場を見ると、１・２年生が運動場で遊んでいました。強い風にもかかわら

ず、元気よく昼休みを運動場で過ごしていました。３年生が修学旅行でいないので、い

つもよりまばらな感じでした。３年生は風と雨の奈良になっているようです。ひどくならな

いといいですね。今晩から明朝にかけて台風が関東を通過のようです。子供たちが帰

った後、教職員で台風に備えようと思います。(副校長)  
 

 

2015年 5月 11日（月） 

荷物は、お先に京都に出発！ 

  



 明日から修学旅行に出発です。気がかりは、台風６号です。現在沖縄地方に近づき

つつあるとのこと。明日の法隆寺、奈良公園の散策あたりが心配です。 

 今日は学年全体で事前指導、そしてクラスで最終確認を行いました。学年集会では、

実行委員長が最高の修学旅行にしたいという熱い思いを仲間に伝え、各係の代表が

話をしました。体育館に移動する時に、生徒は荷物をトラックに積み込みました。生徒

よりひと足先に出発です。 

 それでは、行ってきま～す。 

 修学旅行中は、現地よりレポートを送りたいと思います。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 5月 9日（土） 

こどもの国青空コンサートに出演！ 

  

 ５月９日（土）、青葉区のこどもの国において、「こどもの国青空コンサート」が行われ、

本校吹奏楽部が出演しました。 

 緑いっぱいのこどもの国で、多くのみなさんにすてきな演奏を楽しんでもらいました。

妖怪体操第一、ディズニープリンセスメドレーなどの曲が心地よい爽やかな風と一緒に

新緑のこどもの国を包み込みました。アンコールは、中川中の十八番、ルパン３世！ 

 吹奏楽部の皆さん、ありがとうございました。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 5月 8日（金） 

気持ちは西へ！台風はあっちへ行け！ 

  

 来週１２日から修学旅行にいってきます。そこで今回は、修学旅行のしおりと表紙デ

ザインの優秀作品を紹介します。画面が小さくて見づらいですが、優秀作品として選ば

れた作品の中から、生徒の投票によって選ばれたのがしおりの表紙となりました。表紙



の作品をはじめ、候補にあがった作品は、どの作品も素晴らしい作品でした。子どもた

ちの才能は、本当に素晴らしい！ 

 ちょっと気がかりなのが、台風の動き。つい先日までは、沖縄地方の注意を喚起する

天気予報が流れていましたが、今朝テレビをみていたら、なんと台風が右に曲がり、修

学旅行中には紀伊半島の南海上を通過するような天気図が映っていました。 

 今まで雨が降らず、暑い日が続いたのに・・・・ 天気になぁーれ！ 

 

    学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 5月 7日（木） 

GW明けでも、しっかりとできました 

  

 今年は大型連休となった GW。今日から GW明けの授業が始まり、さっそく朝会があ

りました。しばらく学校生活から離れていたのですが、今日の朝会もいつものように生

徒会本部役員による整列で時間通りに、いや時間よりも早く始めることができました。

生徒の皆さんが協力して、時間よりも早めに始めることができたことは、生徒一人ひと

りの意識が高いからこそ、できることだと思います。 

 今日の朝会では、男子バスケットボール部（ブロック３位）とバドミントン部（個人戦優

勝、団体戦３位）の表彰を行いました。おめでとうございます。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 5月 1日（金） 

今日から５月！明日から５連休！ 

  

 ５月になりました。このところ気温が高く、職員玄関のバラのつぼみがあっという間に

ふくらみ、きれいに咲き始めました。 

 職員室では、「修学旅行まで、あと３日しかない」という声を耳にしました。１２日からの

出発ですが、間に連休がはいるため、生徒が活動する日はあと３日しかないのです。 



 ３年生の廊下には、奈良公園の散策コースが掲示され、連休明けは一気に修学旅行

モードになります。 

 連休中には、大会が予定されている部活動もあります。皆さんのご健闘をお祈りいた

します。急に暑くなってきましたので、しっかり水分補給を行い、熱中症に気を付けてく

ださいね。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 4月 30日（木） 

今日で４月も終わり。長かったかな？あっという間だったかな？ 

  

 ４月も今日で終わりです。４月は年度当初でいろいろなことがあり、１週間が長く感じ

る時、逆にもう週末？と思うことなど、あわただしい日が続いた４月でした。 

 校庭では１年生がドッジボールを楽しそうにやっていて、あちこちから歓声やら悲鳴？

やら、とても盛り上がっていました。 

 また、今日は前回に引き続き、歯科検診がありました。上級生の中には、食べる時間

が遅くなったり、間食のとり方で、初期むし歯がこの一年で増えている生徒も目立ちまし

たとのことです。 

 「検診中です」の表示が保健室近くに掲示されていましたが、その必要がないくらい、

生徒は静かに待機していました。 

 

    学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 4月 28日（火） 

お互い顔の見える関係 地区別下校訓練が行われました 

  

 ５校時に地区別集会を行い、その後地区別下校訓練を行いました。震災、不審者等

により、集団で下校するような場面を想定して、教員が引率して地域ごとのポイントまで

行きました。 



 生徒たちは午後の暑い時でしたが、静かに集合し先生の話を聞き、地区ごとに代表

者を決めていました。 

 ネパールで起きた地震は、甚大な被害をもたらし、世界中から救援隊が入っていま

す。関東地方でも大きな地震の心配が取りざたされて久しいです。日ごろからの訓練を

真剣に行い、地震への備えをしっかりと行うことが大切ですね。 

  

 明日から GWです。健康に注意して楽しい連休を過ごしてください。また、部活等で大

会があるみなさん、頑張ってください。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 4月 27日（月） 

これから体力つけるぞ！そして、読書も！文武両道！ 

  

 今日もさわやかな気候で、日中は汗ばむ感じでした。今日で家庭訪問、教育相談が

終わります。 

 初夏の日差しの中で１年生はスポーツテストを行っていました。校庭では、ハンドボー

ル投げ、３年後には記録がグ～ンと伸びていることでしょう。 

 また、４月２３日から５月１２日までは読書週間ということで、校内には、図書委員会か

らの本の紹介が掲示されています。 

 知力と体力、みなさんの成長が楽しみです。 

 

   知力・体力現状維持に励む学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 4月 24日（金） 

ようやく青空の日が続きました 

  

 今年は「さわやかな青空」という言葉がなかなか使えない日が続きましたがようやく安

定してきました。学校では、２２日から、１年生は家庭訪問、２・３年生は教育相談が行



われています。 

 新学期が始まり、新しいクラス、新しい仲間たちと、緊張が続くスタートだったと思いま

すが、ようやく自分のペースをつかみ始めたころかと思います。そこで、生徒の皆さん

が安心して学校生活を送ってもらえるように、新学期を迎えて不安に思っていること、疑

問に思っていること、学校や家庭での過ごし方など、家庭訪問や教育相談を通して、解

消し和らげることができればと思います。 

 暖かな日が続き、職員玄関周辺がお花でいっぱいになりました。また、校舎から見え

る景色は、桜のピンクから新緑の緑に変わってきました。 

 来週後半からは、いよいよ GWになりますね。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 4月 23日（木） 

むし歯は大丈夫かな？！ 

  

 ２年生の一部、３年生の生徒が歯科検診を行いました。保健室には、歯肉炎や歯周

病、歯垢、口の中の細菌、むし歯の生々しい写真と健康な歯の写真が掲示されていま

した。 

 私は甘いものが好きで、小さい時からむし歯が多く、毎年歯医者さんにお世話になっ

ていました。最近では、歯の詰め物が私の年齢とともに老朽化し始め、ここ近年歯科医

院に通うことが多くなりました。 

 生徒の皆さんには、早めの治療と予防で、私のようにならないよう気を付けてくださ

い。むし歯が見つかった人、まずは治療ですね。 

 

  最近詰め物がとれて困った学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 4月 22日（水） 

たけのこ！味噌汁になるのかな？炊き込みご飯かな？ 

  



 中川中学校の校章のデザインにもなっているたけのこ。敷地内でもたけのこが採れ、

９組の教室をのぞいたら、ちょうど、たけのこを調理する前の下ごしらえをするところで

した。皮をはがす前の堂々とした（？）たけのこの雄姿です。さてさて、このたけのこは、

どんな風に調理されるのかな、楽しみです。 

 先日の朝会で体育祭の「赤・黄・青」のクラスの色決めを行いましたが、廊下に掲示さ

れていたものを紹介します。小さくて見づらいかもしれません。ごめんなさい。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 4月 21日（火） 

３年生は全国学力・学習状況調査を実施！ 

  

 昨日は風雨が強く、生徒の皆さんが下校する時には大変だったことと思います。私も

帰宅する時には傘が何度もひっくり帰り、時々強く降る雨には、傘が機能しませんでし

た。 

 さて、今日は全国一斉に行われる学力・学習状況調査がありました。今年は、国語・

数学に加えて理科が行われました。国語・数学は、基本問題のＡと応用・思考力問題

のＢに別れ、理科は基本と応用が一緒になっています。理科の全国一斉実施は今回

が初めてになります。 

 明日からはようやく青空が続きそうですね。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 4月 20日（月） 

頼むぞ！ 応援団長！ 

   

 今日の生徒朝会では、体育祭の応援団長がステージに登場しました。ステージの素

敵な演出の中で、堂々とした応援団長の姿がとてもかっこよかったです。 

 応援団長の紹介の後、各学年各クラスの代表者がステージ上で、色分けの抽選を行

いました。中川中の体育祭は生徒みんなが熱く盛り上がると聞いているのでとっても楽

しみです。 



 明日は３年生が全国学力・学習状況調査を行います。今年は、３年ごとに行われる理

科が加わり、国語、数学、理科の３教科と生活状況調査になります。 

 今日は荒れ模様の天気、最近は雨が多いですね。 

 

   学校長  栗原 公明     
 

 

2015年 4月 17日（金） 

３冠！？ ３つの説明会ありがとうございました 

   

 本日は２年生自然教室保護者説明会を体育館にて、３年生修学旅行保護者説明会

を武道場にて、そしてこの説明会終了後、体育館にて部活動保護者説明会を行いまし

た。長時間にわたり、ありがとうございました。 

 今年の修学旅行は地区ごとのローテーションの都合で、５月１２日から２泊３日の予

定で奈良・京都に行きます。ＧＷが入るので、実質はあまり準備日程がないので、新学

期スタートともに、班づくり、コースづくりと生徒たちはよくやっています。 

 また、自然教室は５月２０日から２泊３日の予定で、長野県白樺湖方面に行きます。２

年生も３年生同様、一生懸命に準備にあたっています。 

 さて、来週から１年生は本入部が始まります。新しいジャージ姿が、躍動するのが楽

しみです！ 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 4月 16日（木） 

頼むぞ！応援団長！ 

 

 ３年生のフロアに、体育祭の応援団長に立候補した生徒の「体育祭にかける意気込

み、自己ＰＲ」が掲示されました。 

 「中川中の体育祭で団長を務めるという一つの夢があります」「みんなが楽しめるよう

な最高な体育祭にしたいです」「みんなを引っ張ってきたいと思います」「応援団長の姿



を見て、自分もたくさんの人をまとめて応援優勝に導きたい」「今までで最高の体育祭

にしたい」など、どのメッセージも体育祭に向けた意欲が大いに伝ってきました。 

 中川中の感動的な体育祭、ぜひとも実際に見てみたい！ 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 4月 15日（水） 

９組からのカレンダーのプレゼント！ 

 

 

 昨日の朝会で、９組から全クラスに手作りのカレンダーのプレゼントがありました。９

組代表生徒より、カレンダー作りについての話があり、各学年の代表生徒にカレンダー

をプレゼントしました。プレゼントを受けたクラスの代表として、３年生よりお礼のことば

がありました。 

 校長室にも直接届けていただき、さっそく校長室の予定表の横に掲示しました。 

 毎月毎月、カレンダーをめくるのが楽しみです！ 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2015年 4月 14日（火） 

専門委員の皆さん、お願いします 

  

 新学期がスタートして、学校生活のいろいろな場面で、子どもたちの活動が動き始め

ました。今日の朝会では、専門委員の認証式を行いました。委員の皆さんはその場で

立ち、代表生徒が校長より認証状を受けとりました。 

 『生徒が主役となる学校づくり』を進める中で、今日はたくさんの主役がいました。８時

３０分前に体育館に行くと、ステージで生徒が整列指示を行い、ほとんどの生徒たちが

整列をしていました。生徒たちが自主的にここまでできるとはとてもすばらしい！と思い



ました。主役となって整列をさせる人、そして、脇役となって支え協力する多くの生徒た

ち、とてもすばらしいです。 

 これからの委員会活動も主役となる委員だけではなく、委員のもち味を引き出し、協

力して一緒に活動する脇役となる多くの皆さんの力も大いに必要になります。  

 また、昇降口には、明日は「朝会」というプレートが掲げられ、全校生徒の意識を高め

ていました。いつかは、このプレートがなくても、生徒みんなが自然に朝会への意識を

高められると最高ですね。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 4月 13日（月） 

授業参観、懇談会ありがとうございました。 

 今年度最初の授業参観と学級懇談会を行いました。今日は冷たい雨が降る足元の

悪い中でしたが、多くの保護者の皆様のご来校をいただき、ありがとうございました。 

 １０日（金）から授業が始まって２日目。まだ、オリエンテーション的な内容だったかと

思いますが、学校生活の一端を見ていただきました。 

 今週末の１７日（金）には、２年生自然教室保護者説明会、３年生修学旅行保護者説

明会、部活動保護者説明会が予定されています。ご多用のところ、ご来校いただくこと

が続きますが、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 4月 10日（金） 

分かるだけでなく、できることが大切。 

  

 今にも降り出しそうな天候の中、地震を想定した避難訓練を行いました。新年度ので

きるだけ早い段階で、非常災害時にどのような対応をしたらよいのかを理解し、行動で

きるようにするために本日実施しました。昨年度より運動場への避難時間を４０秒も縮

めた学年もありました。教室が変わってもすばやく安全・安心に避難できることが大切

です。（副校長） 
 

 

2015年 4月 9日（木） 

第二の居場所 



  

 昨日の部活動オリエンテーションを受けて、仮入部が始まりました。職員室前廊下に

ある部活動連絡ボードには仮入部期間であることが記され、 階段にある掲示板には

各部の勧誘ポスターが貼られ、放課後には１年昇降口付近で各部員が体験入部を促

す声かけをしています。部活動は、中学校生活における自分のクラス教室に次ぐ、第

二の居場所になります。まずは体験してみて、自分に合った部活動はどれなのかをしっ

かりと見極めてほしいと思います。（副校長） 
 

 

2015年 4月 8日（水） 

部活動オリエンテーション 

  

 午前中はクラス写真の撮影を行いました。今日はあいにくの雨となり、体育館での撮

影になりました。１年生はちょっぴり、緊張した面持ちでの撮影でした。 

 午後は部活動オリエンテーション。１年生にとって楽しみにしている部活動。限られた

時間で行うため、各部とも活動の様子を短時間でアピールできるように、いろいろと工

夫されていました。 

 さっそく、明日から仮入部が始まります。いろいろな部活を体験して、じっくりと考え、

入部する部活動を決めてくださいね。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 4月 7日（火） 

離退任式・対面式 



 

 昨日１９名の教職員を中川中学校にお迎えしましたが、今日はとても寂しいのです

が、今までお世話になった方々とのお別れの日になりました。１６名の教職員が本校

を離退任されました。私も前任校の離任式に出るために、午前中に行われた離退任

式と対面式には出席することができませんでした。 

 午前中の様子を記録した写真と副校長からの話を聞きながら、日記を打っていま

す。 

 残念ながら離退任式の写真はないのですが、本校をさられる方々お一人おひとりか

ら、生徒たちへ温かいお言葉をいただきました。 

 ２・３年生の皆さんは、先輩・後輩の良好な関係を築き、新入生が安心して学校生活

を送ることができるように、よき手本となってください。  

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 4月 6日（月） 

始業式・入学式 

  

 平成２７年度新学期がスタートしました。午前中は、着任式、始業式を行いました。今

年度は私を含めて１９名の教職員を迎え、着任式ではそれぞれのあいさつの後、代表

生徒から歓迎のことばをいただきました。 

 始業式では、気持ちを新たに新学期を迎える２・３年生の皆さんが、中堅学年として、

そして最上級生としての自覚を持ち、落ち着いた雰囲気で式に臨みました。 

 始業式後は、新しいクラスで学活を行い、そして午後の入学式に向けた準備に入りま

した。生徒たちは、テキパキと動き、素晴らしい入学式の会場ができました。 

 午後の入学式では、２４５名の新入生を迎え、担任からの呼名に、一人ひとりが大き

な声で元気に返事をしていました。 

 明日からは久しぶりに３学年がそろいます。 



 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 4月 3日（金） 

入学式の校歌紹介はまかせてください！ 

  

 今日の午後は、入学式で校歌を紹介する２・３年生の代表生徒が登校して体育館でリ

ハーサルを行いました。 

 中学生の時には何となく歌っていた校歌でしたが、卒業して、しかも勤務する学校の

校長として聞く校歌に、胸が熱くなる思いでした。体育館に掲示されている同窓会から

寄贈していただいた校歌の背景写真は、私が中学２年生まで学んで校舎の写真で、と

ても懐かしかったです。 

 生徒たちの歌声はとても素晴らしく、校歌と「歌え歌え」の２曲を一生懸命に練習をし

ました。 

 入学式では、新入生の皆さんにすばらしい歌声を聞かせてください。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 4月 1日（水） 

よろしくお願いいたします！ 

 ４月１日より、中川中学校第１９代校長として赴任しました 栗原 公明 です。戸塚区

境木中学校から異動してまいりました。よろしくお願いいたします。 

 実は中川中学校は私の母校であり、異動が決まった時には驚きましたが、とても嬉し

かったです。校庭の桜の古木も満開となり、新入生が待ち遠しいです。 

 懐かしい学校ですが、学校運営については、学校が変われば違うことが多いと思いま

す。皆様にご不安な思いをさせないよう一生懸命に取り組んでまいりますので、よろしく

お願いいたします。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2015年 4月 1日（水） 

Ｗeb日記スタート 



 平成 27年度がスタートしました。今年度は、Ｗｅｂ日記をトップページに貼り付け、学

校での様子を発信してまいります。よろしくお願いします。 
 

 

 


