
2016年 4月 28日（木） 

久しぶりの教壇？ 

  

 ３年生の今日の道徳の時間のテーマは、「学校の伝統と校風」でした。突然ですが、３

年生のあるクラスで話をさせてもらうことになりました。私が中川中学校の卒業生でもあ

り、久ぶりに生徒たちを間近にして教室での話には、緊張したものです。 

 最近、過去の周年行事に作られた記念誌を読みました。そこには、体育祭や文化祭、

合唱コンクールに真剣に取り組む生徒の姿があり、生徒たちが生まれる前から、中川

中学校の誇れることとして先輩たちが取り組んでいたことを知り、生徒たちは、これが

「伝統と歴史」ある中川中学校なんだと感じたようでした。 

 さて、１年生にとっては、初めての体育祭。クラスでは、参加種目を決めたり、憧れの

応援団員を決めたりしています。右の写真は、１年生のあるクラスで、応援団員に立候

補した生徒が、「ぜひ私に！」と熱くアピールしているところです。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 4月 27日（水） 

地区別下校訓練が行われました 

  

 昨日の５校時、地区別下校訓練が行われました。 

 市内のいずれかで、震度５強以上の地震が観測された時には、直ちに授業を打ち切

り、保護者が学校に引き取りに来るまで生徒は学校で預かる（留め置く）ことになりま

す。 

 いざ地震が起きたとき、場合によっては同じ地区の人たちで集まり、地区別で下校す

ることもあります。この地区別下校訓練は、非常時に備えての訓練になります。 

 ただし、震度５弱以下の場合でも学校で預かり、引き渡しが必要になる場合もありま

すので、よろしくお願いします。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 



2016年 4月 26日（火） 

第７０回体育祭に向けた生徒朝会 クラスの色決定！ 《その２》 

   

 《その１》に引き続き、体育祭の記事になります。各色の応援団長が、ステージ上で、

体育祭に向けた意気込みをアピールした後、１年生から順番に抽選を行い、クラスごと

の色が決まりました。 

 

 【速報】 クラスの色が決定！ 

 ◆赤 １年２組・７組  ２年５組・６組 ３年２組・６組・５組 

 ◆黄 １年４組・５組・１組 ２年４組・３組・２組 ３年３組・７組 

 ◆青 １年３組・６組 ２年７組・１組 ３年１組・４組・８組 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 4月 26日（火） 

第７０回体育祭に向けた生徒朝会 《その１》 

  

 今日の生徒朝会は、体育祭特集です。先日の３年学年集会で行われた応援団長の

立候補表明とその後の学年生徒の投票によって選ばれた、赤・青・黄の応援団長が全

校生徒の前に立ちました。 

 右の写真は、オープニングの映像で、「第７０回体育祭」という文字が、ステージのス

クリーンに映し出されました。そして、体育祭実行委員長が「意気込みを語ります！」と

いうことで、登場しました。実行委員長から、勝ち負けにこだわり、一生懸命に頑張ると

いうメッセージを全校生徒に、力強く伝えました。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 4月 25日（月） 

中川の時間 ～朝の読書～  ４月２３日は「子ども読書の日」 



  

 中川の時間の一コマです。この日は、読書が行われていました。全校生徒が読書に

集中し、８００名ほどいる校舎内がシーンと静かな空間となりました。 

 ４月２３日は、「子ども読書の日」、「世界本の日」でした。また、４月２３日～５月１２日

までは、「子ども読書週間」になります。本校の図書室には、先日お知らせしたように本

屋大賞にノミネートされた本をはじめ、図書室前には、お薦め本として、「名作」「恋愛・

友情」「心の成長」「いのち」「ＳＦ・探偵」のジャンルに分かれた１７冊が紹介されていま

す。間もなく始まるＧＷ。爽やかな季節の中でアウトドアもいいけど、まとまった時間を

利用して読書はいかがですか。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 4月 22日（金） 

春を満喫 ～さくら・新緑・そして、たけのこ～ 

  

 ９組のみなさんが調理した「たけのこの煮物」を昼食時にいただきました。先週の「た

けのこの味噌汁」に続く、第２弾！前回は、美味しい味噌汁で思わずすぐに飲んでしま

って、私の胃袋に収まってから、「しまった！写真に撮って Web日記に載せればよかっ

た」と思いましたが、もうすでに間に合いませんでした。でも今日は大丈夫！みなさん

に、美味しい煮物の写真を紹介します。 

 さて、一昨日から始まった１年生の家庭訪問と２・３年生の教育相談。年度初めの不

安な気持ちを少しでも和らげることができたらと思います。 

 下校している生徒たちは、１年生です。家庭訪問のため、この期間は、１年生は部活

動はなく、３時まで家庭学習になっています。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 4月 21日（木） 

『ありがとうございました』 歯科検診で生徒の爽やかなあいさつ！ 



  

 歯科検診が朝から行われました。８００名ほどの生徒数ですので、２回に分けて行わ

れる１回目が本日の検診です。 

 ３年生は、検診の後、歯科衛生士さんと面接がありました。終了後、歯科衛生士さん

とのお話しましたが、生徒たちが面接のあと、『ありがとうございました』とお礼を言って

席を立ち、とても清々しい気持ちでしたとお話をされていました。 

 また、生徒の歯磨きについても、全体的によく磨けていますとのことでした。ただし、虫

歯の治療がまだの人や朝磨いてなかった人もいたようです。 

 校医さんからは、顎関節について姿勢のことも気をつけましょうとのアドバイスを受け

ました。 

 

  学校長  栗原 公明 

  
 

 

2016年 4月 20日（水） 

職員室前の廊下は、まだ桜が満開！ 

  

 職員室前の廊下には、年間を通して写真部の写真が掲示されています。季節ごと

に、作品が入れ替えられますが、現在は『春』バージョン！ 

 校庭の桜は、ピンクから鮮やかな緑になりましたが、職員室前の廊下は、部員が撮影

した「桜」が満開、やさしいピンクに包まれています。  

 また、校長室では、東急ギャラリーバスに掲出されていた写真を掲示し、校長室が華

やかな感じになりました。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 4月 19日（火） 

８時３０分始業。現在、８時２６分。生徒は登校し、鶯の声がきこえます 



  

 写真は３年生の昇降口です。朝の会議を終えて昇降口に立つと、生徒たちはすでに

教室へ。うぐいすのすてきな鳴き声を聞きながらの１日の始まりです。 

 どの学年の靴箱も整然としていて、気持ちのいい一日のスタートになります。ささやか

なことですけれど、こういった積み重ねがとても大切だと思います。 

 さて、本日は３年生が全国学力・学習状況調査に取り組んでいます。全国的な児童生

徒の学力や学習状況調査を把握・分析し、今後の指導の充実や改善に役立てていくも

のです。 

 昨日は、本校の部活動保護者説明会に多くの方にご来校いただき、ありがとうござい

ました。今日から、１年生は、部活動への本入部が始まります。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 4月 18日（月） 

熱い力強いメッセージ！ぜひとも団長に！ 

   

 今朝の体育館に、３年生の熱い、力強い声が響きました。今日の学年集会では、今

年の体育祭の団長に立候補した９名の生徒たちが、「ぜひとも私を団長に！」と熱く、力

強く訴えました。 

 ３年生の廊下には、応援団長に立候補した生徒たちの名前がすでに掲示されていま

したが、本日の立候補にあたっての意気込みを学年の仲間に訴え、投票によって団長

が決まります。 

 立候補した生徒たちそれぞれが、これまで最上級生の団長の背中をみて、あこがれ

と今度は自分がという強い思いを抱いてきたこと、３冠を目指して嬉し涙を流したいこ

と、女性の応援団長の誕生を強く思っていることなど、中には、歌やエールなどのパフ

ォーマンスでアピールする場面も見られました。 

 中川中の体育祭の伝統を強く感じるとともに、生徒たち全員が体育祭を成功させよう

とする思いが伝わってきた学年集会でした。とても嬉しかったです。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 4月 15日（金） 



《Ｗｅｂ日記その２》 授業参観、学級懇談会、自然教室説明会ご来校ありがとうござい

ました 

  

 今日は多くの保護者の皆様にご来校いただき、今年度最初の授業参観、学級懇談会

を行うことができました。また、２年生の保護者の皆様には、５月１１日から２泊３日で予

定されている自然教室の保護者説明会にも出席していただきました。 

 １年生の保護者の皆様にとって、初めてご覧になられた授業はいかがでしたでしょう

か。今後も予定されている授業参観、学級懇談会、体育祭や文化祭等の行事において

も、多くの保護者の皆様のご来校をお待ちしております。 

 また、ＰＴＡ本部役員、そして各委員会の委員になられた皆様におかれましては、午前

中からご来校いただき、まことにありがとうございました。心より感謝申しあげます。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 4月 15日（金） 

「つくろうよ みんなであいさつ 地域の輪」 

  

 中川中学校区の３小学校の児童会のみなさんと本校生徒会本部役員が一緒に考え

たスローガンについては、昨年度紹介しましたが、新年度を迎え、改めて校庭から場所

を変えて掲示しました。 

 生徒会本部役員が正門近くのフェンスに、スローガンが書かれた横断幕を取り付けま

した。 

 今年は、朝会でも「しっかりと声に出してあいさつしよう」と呼びかけています。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 4月 14日（木） 

今日から図書室が開館！本屋大賞の作品もありますよ！ 



  

 今日から図書室が開館します。昨日本屋大賞が発表され、さっそく本校図書室で借り

ることができます。本校図書室には、本屋大賞にノミネートされた本がすべて揃ってい

ます。魅力ある本が揃えられている本校の図書室を積極的に活用してください。 

 また、図書室前の廊下には、今年も「時事コーナー」があります。バドミントン競技のリ

オオリンピックのこと、ＴＰＰのことなど、タイムリーなホットな話題が掲示されています。

ぜひ、こちらのコーナーもご覧ください。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 4月 13日（水） 

東急ギャラリーバスのすてきな作品を改めて紹介します！ 

  

 東急バスをご利用されているお客様の気持ちを和ませてきた本校美術部、写真部の

作品が大役を果たして学校に戻ってきました。私も車内がすてきな写真いっぱいのバ

スに乗車しましたが、感動しました。改めて、校長室の机に写真を並べてみると、一つ

ひとつの作品の素晴らしさに感心しました。 

 さて、今年も東急バスのご厚意により、ギャラリーバスに作品を掲出させていただくこ

とになりました。バスに掲出する時期がきましたら、Ｗｅｂ日記でお知らせしますので、ご

期待ください。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 4月 12日（火） 

頼むよ！委員のみなさん！ 協力してね！生徒のみなさん！ 



  

 今日は生徒会の委員の皆さんの認証式が、全体朝会で行われました。昨日の避難

訓練の様子をみていると、今年も生徒たちがより良い学校づくりに向け、おおいに活躍

されることを確信しました。本日認証された委員の皆さんも学校を支える大きな力とな

ることと思います。そして、この委員さんを全校生徒が協力して支え、より良い学校づく

りにつなげてください。生徒一人ひとりが主役となり、そして脇役になった時には、主役

の力を引き出し、チーム力を高めて欲しいと思います。 

 さて、朝会では、認証式に引き続き、９組特製のカレンダーが全校のクラスに贈られま

した。校長室にも、代表生徒が届けていただき、ご覧のようにすてきな４月のカレンダー

が校長室にかけられています。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 4月 11日（月） 

教科授業が始まりました！ 

  

 教科授業が本日より始まりました。１年生の皆さんは、教科担任が毎時間教科ごとに

変わる中学校の授業スタイルが、とても新鮮に感じられた１日だったことと思います。

２・３年生は、とても落ち着いた雰囲気の中で、授業に臨んでいました。 

 さて、今日の６校時は、避難訓練が行われました。避難から整列まで、私語が少なく、

とても静かに迅速に避難することができ、とても素晴らしかったです。特に上級生は、訓

練時の態度、防災ずきんの着用など、すべての面でよいお手本となっていました。 

 校内には、仮入部が始まった部活動の紹介ポスターが掲示さｒています。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 4月 8日（金） 

放課後の校庭に、新しいジャージが躍動しているぞ！ 



  

 毎月紹介している技術員室前の「なかちゅうぎゃらりー」の写真です。「ご入学・ご進級

おめでとうございます」by技術員のメッセージが、全校生徒のみなさんに届けられてい

ます。もうすでにご覧になられた生徒の皆さんもいると思いますが、技術員室の前を通

りかかった時には、ぜひご覧ください。 

 さて、昨日１年生に部活動オリエンテーションが行われ、本日から仮入部が始まりまし

た。１年生は、５時までの活動です。グランドや体育館などでは、新しいジャージが躍動

していました。とてもフレッシュな感じですね。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 4月 7日（木） 

学級写真の撮影に３年間の成長をみました 

   

 今日は学級写真の撮影がありました。３年、２年、１年の順で撮影をしましたが、撮影

している様子を見ていると、ここにも心身ともに成長した３年間のこどもたちの姿を見る

ことができました。 

 学校では今日から昼食が始まりました。中学１年生にとっては、給食からお弁当にな

ります。写真ではうまくお伝えできなくて残念ですが、１年生のみなさんは、とっても美味

しそうに食べていました。 

 午後には、部活動オリエンテーションが体育館で行われました。各部活動が３分間の

割り当てられた時間内で、それぞれの活動をアピールしました。 

 明日は、午前中、身体計測があります。 

 

  学校長  栗原 公明   
 

 

2016年 4月 6日（水） 

出会い、別れ、出会い・・・・ 着任式、離任式、対面式 



   

 ４月は出会いがあり、別れがあり、複雑な気持ちになる季節です。中川中学校では、

昨日着任式、入学式と新しい出会いがありました。そして、今日は離任式、お別れがあ

りました。本校で活躍された教職員の方々からご挨拶をいただき、ご来校いただいた卒

業生や保護者の方ともお別れをしました。 

 お詫びがあります。離任式の時にカメラを忘れて写真がありません。離任された先生

方が去られた後、本当に寂しくなってしまいますが、座られていた座席でお許しくださ

い。 

 さて、離任式の後は、対面式。今度は出会いです。生徒会本部役員が中心となって、

中学校生活を劇にして、ユーモラスに紹介しました。この劇を機会に、会場の雰囲気は

和み、温かい雰囲気に包まれ、新入生と２・３年生が一体になった感じがしました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 4月 5日（火） 

第７０回入学式が盛大に行われました。 《Ｗｅｂ日記 その２》 

   

 本校は今年創立７０周年を迎えます。今年度の新入生は記念すべき７０期生になりま

す。多くのご来賓の皆様にご参列いただき、盛大に行うことができました。会場では、小

学校６年時の担任の先生の顔を見た途端、生徒たちはとても嬉しそうでした。多くの先

生方に来ていただき、ありがとうございました。 

 入学式では、３年生代表生徒による「校歌」と「歌え歌え」がとてもすばらしく、鳥肌が

立つくらいの圧巻でした。歌い終わった後、会場の皆さんから大きな拍手をいただきま

した。在校生歓迎のことば、新入生代表のことばの生徒のあいさつもとても立派でし

た。新入生の皆さんは、入学式では姿勢よくしっかりと話を聞き、堂々として頼もしく感

じられました。 

 入学式後は、各クラスで担任の先生から明日以降の予定などの説明を受けました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 4月 5日（火） 

平成２８年度着任式・始業式  《本日のＷｅｂ日記 その１》 



  

 平成２８年度がスタートしました。全校２４クラス、８００名近くの大きな学校としてのス

タートです。今年度新たに本校に着任された１１名の教職員の紹介を行い、引き続き、

始業式になりました。生徒たちは、新しいクラスでの整列でしたが、予定時間よりも早く

式に入ることができ、式の最中も、しっかりと話を聞き、とてもすばらしかったです。 

 始業式では、生徒からは、新しい職員への歓迎の言葉、そして生徒代表のことばと続

き、生徒たちのすばらしさを改めて感じた平成２８年度のスタートの日でした。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 4月 4日（月） 

桜も満開！歌声も満開！ 

  

 明日の入学式の式次第の中に、３年生による校歌紹介と合唱「歌え 歌え」がありま

す。今日は、各クラスから選ばれた８０名あまりの代表生徒が登校し、合唱の練習をし

ました。 

 最初にパート練習の指示がありましたが、さすが３年生。テキパキと行動し、各パート

ごとにすばらしい歌声が響いてきました。そして、全体で合わせた合唱は、圧巻でした。

新入生の皆さんにすてきな歌声を聞かせてください。 

 ご覧のとおり、桜は満開になりました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 4月 1日（金） 

あっという間に満開！新入生の皆さん、待ってまーす！ 



  

 ４月になりました。今年度は新たに１１名の教職員を迎え、新学期に向けた準備に取

り組んでいるところです。 

 さて、Ａ棟からＢ棟への渡り廊下の改修工事が完了しました。流しの部分を撤去した

ことにより、段差がなくなり、通りやすくなりました。 

 時々お知らせしている中川中の桜ですが、最近の暖かさで目を覚まし、一気に満開と

なりました。入学式は、満開の桜が新入生の皆さんをお出迎えします。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

 


