
2016年 5月 31日（火） 

中間試験初日、初めての定期試験に臨む１年生！ 

  

 昨日放課後の１年生の教室を紹介した時に、「明日の朝には、初めての定期試験に

臨む真剣な表情の生徒たちがいます」というコメントを添えましたが、まさしく今日の教

室はその通りになりました。明日の試験も頑張ってくださいね。 

 さて、右の写真は、３年生のフロアにつながる階段の踊り場にある数学の基本事項の

掲示物。数学科教員がいつも生徒に見てもらうことで、少しでも覚えてもらいたいという

ことを願い、掲示された数もだいぶ増えてきました。このような小さな積み重ねが大切な

んですよね。 

 明日は、英語と数学があります。みなさん、しっかりと勉強して頑張ってください！ 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 5月 30日（月） 

静かな放課後 ～明日から中間試験～ 

  

 明日から、２日間の予定で中間試験が始まります。今日の放課後の校内は、部活動

がない生徒たちが一斉下校のため、静かな放課後となりました。放課後校内をまわる

と、廊下に響くのは私の足音のみ。黒板に明日の試験の予定が書かれていました。 

 写真は１年生のあるクラス。明日の朝には、初めての定期試験に臨む真剣な表情の

生徒たちがいます。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 5月 27日（金） 

学校説明会・ＰＴＡ総会へのご参加ありがとうございました 



  

 本日は１４：００から学校説明会、そして引き続きＰＴＡ総会を行いました。長時間にわ

たり、ありがとうございました。 

 さて、今日から、体育祭の学年練習が始まりましたが、あいにくの雨となってしまいま

した。２年・３年とも体育館での練習となりましたが、競技ごとのルールや集合の仕方な

ど、制約が多い中で生徒たちはしっかりと取り組んでいました。 

 ５月３１日・６月１日は、中間試験になりますので、この週末は部活動がありません。

計画を立てて、しっかりと勉強してください。１年生は、はじめての定期試験になります

ね。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 5月 26日（木） 

ご紹介が遅くなりました ～体育祭スローガン～ 

  

 今週は応援団の生徒が、全クラスを訪問する『応援訪問活動』週間でした。限られた

時間の中で、応援団の生徒たちが各教室をまわりました。 

 明日からは、ちょっと天候が心配ですが、２年生、３年生の学年練習が始まります。来

週の中間試験を挟んで、いよいよ体育祭に向けた活動が本格化してきました。 

 ご紹介が遅くなりましたが、体育祭のスローガンは『史上最強の頂上決戦 ～三冠は

もらった』になりました。各学年のフロアには、写真のようなスローガンが掲示されてい

ます。 

 明日は、学校説明会、ＰＴＡ総会が予定されています。多くの保護者の皆様のご参加

をお待ちしております。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 5月 25日（水） 

今年初めての『Ｇ－Ｄａｙ』  ～進化するあいさつ運動～ 



  

 今日から本校の伝統として行われている、『Ｇ－Ｄａｙ』（Ｇｒｅeｔｉｎｇ Day）と呼ばれてい

る今年度の『あいさつ運動』が始まりました。 

 生徒会本部役員があいさつがしっかりできる学校にしようということで、今まで行って

きたあいさつ運動を今年も継続して行いながら、改善すべきことを話し合い、今日が最

初のあいさつ運動になりました。 

 生徒たちがいろいろと考えた成果がさっそく出ており、昇降口や正門・北門で「おはよ

うございます！」の元気な声が聞こえてきました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 5月 24日（火） 

写真部ギャラリーの紹介  テーマは、『出会い』と『新芽』 

  

 ホームページでも何度かご紹介していますが、職員室前の写真部の作品が新たにな

りました。テーマは、『出会い』と『新芽』。新しい生活が始まる、そして新たな息吹を感じ

る春にピッタリのテーマですね。 

 さて、作品はテーマのように、公園の親子、結婚式を挙げたご夫婦、追いかけっこをし

ている子どもたち、春を告げる花、勢いを感じる筍など、心癒される作品がいっぱいで

す。 

 ご来校の際には、ぜひとも職員室前の写真をご覧ください。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 5月 23日（月） 

今年もツバメがマイホームづくり ～愛鳥週間を終えて～ 



  

 ５月になってから、本校のＢ棟ピロティの天井にツバメの巣が作られはじめ、ちょうど

愛鳥週間だった先週には、ツバメの姿が見られるようになりました。 

 毎年ツバメがこの季節に、巣を作り、子育てを行い、巣だっていきます。先週の読売

新聞に、「ツバメ子育て失敗、１割は巣撤去原因」という記事がありましたが、本校は生

徒にとってもツバメにとっても平和な場所なんですね。 

 さて、話題を変えて、読書の話題。先週から、今年度の課題図書の貸し出しが始まり

ました。また、４月の「なか中人気本」が紹介されています。貸し出された本の中で特に

人気がある（貸し出し数が多い）のは、『羊と鋼の森』『君の膵臓をたべたい』が１位でし

た。 

  

  学校長  栗原 公明  
 

 

2016年 5月 20日（金） 

３年フロアに京都・奈良ガイドブック！？ ＆ 職員玄関に『Welcome to our school』のメ

ッセージ！  

  

 本日は、３年生の進路・修学旅行保護者説明会に、多くの皆様のご出席をいただき、

ありがとうございました。 

 説明会では、最初に生徒修学旅行実行委員から、スローガンの紹介と説明、自分た

ちで決めた修学旅行の決まりについての説明など、これまで自分たちが主体的に取り

組んできたことを保護者の皆さんにお話をしました。とても落ち着いて、しっかりとお話

ができ、すばらしかったです。 

 本来ならば、説明会で活躍している生徒の写真を掲載したいのですが、カメラを忘れ

てしまい、ごめんなさい。そこで、３年生の廊下に掲示されている事前学習で作成したコ

ースガイドの写真を掲載します。 

 また、右の写真ですが、先日英文書道部が本校入校証を作成したことをホームペー

ジでも紹介しましたが、本日入校証近くに写真のようなステキなプレートをかけてもらい

ました。 



 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 5月 19日（木） 

９組のみなさんに、「花いっぱい活動」を応援してもらいました 

  

 都筑保護司会から、例年この季節に、「社会を明るくする運動」の一環として、花苗を

区内各中学校にいただいています。先日、「チェロバキア」の苗と「社会を明るくする運

動」の案内表示を届けていただきました。 

 さっそく、９組の皆さんが花苗をプランターに移植し、正門左に並べてもらいました。こ

れから、すてきなお花がいっぱいに咲きますね。楽しみです！ 

 明日は、３年生の保護者を対象とした「進路・修学旅行説明会」が予定されています。

多くの方のご来校をお待ちしております。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 5月 18日（水） 

３年生学年朝会 「さすが３年生！」と思わず唸ってしまう内容でした 

  

 生徒たちが頑張っている様子をお伝えしたいことがたくさんあり、その日のＷｅｂ日記

ではお伝えできなくて、一日遅れになってごめんなさい。 

 昨日は、３年生の学年朝会がありました。朝会では、修学旅行、体育祭（団長と色責

からの意気込み）、学年目標の紹介など、内容が盛りだくさんでしたが、生徒たちのス

ムーズな運営で朝会が行われました。 

 

 【写真左】 

 ３年学年目標 『翔べ！～俺らが主役～』 

 この目標を決めるにあたっては、次のような思いがあるそうです。中学校生活が終わ

った時、この学年全員がそれぞれの道や目標に向かって翔んでいけるように、そして、



最高学年となった自分たちが体育祭や文化祭の学校行事の時、先頭にたって１・２年

生をひっぱり、それぞれが得意な分野で主役になれるようにという思いが込められてい

ます。 

 『生徒たちが主役となる学校づくり』を学校運営の柱の一つにしている私にとっては、

とっても嬉しい思いです。 

 

 【写真右】 

 修学旅行スローガン 『華挑風結』 

 このスローガン作成にあたっては、次のような思いがあります。 

 京都の街並みの華やかさに合わせて自分たちも立派な姿で。京都でしか体験できな

いことや新しいこと、自分の課題など、様々なことに挑戦し、時間におくれないよう、風

のようにすばやい行動をし、学年みんなで団結し、充実した修学旅行にしよう！ 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 5月 17日（火） 

体育祭に向けてＧＯ！ 

  

 ６月１１日（土）、本校体育祭を実施予定です。今回は、記念すべき７０回体育祭にな

ります。 

 ３年生は、先週まで応援について話し合いを重ね、応援歌、コール練習、そして応援

冊子を作成・完成しました。ありがとうございました。 

 さて、今週から、１・２年生の応援団も一緒に活動します。昨日は、色ごとに１年から３

年までの応援団の生徒と色別に分かれた全職員とが集まりました。団長と色責の生徒

があいさつを行い、全職員からも生徒への激励のことばがありました。 

 最後に、団長・色責の生徒から、応援練習の場所、ルール、今後の流れの説明・確認

が行われました。 

 これからは、応援団による各クラスを訪問する「応援団訪問練習」「色別集会」「３分間

コールの練習」などが予定されています。 

 

 右の写真は、３年生応援団が作成した各色応援冊子です。職員・全校生徒に配布さ

れます。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 



2016年 5月 16日（月） 

今日から全学年がそろいました！ 

  

 先週は、１・２年生の遠足、自然教室が行われ、久しぶりに今日は全学年の生徒が揃

いました。１２日（木）は、校内には、３年生のみという日もありました。 

 今日は、１年生が格技場、２年生が体育館で、解団式を行いました。１年生は、各クラ

スの学級委員が遠足での取り組みでよかったこと、改善したほうがよいことなどを発表

しました。遠足を通して、いろいろなことを学んだ初めての学年行事でした。 

 ２年生は、ウォークラリーの表彰、係代表生徒の話があり、２泊３日の楽しい体験学

習の様子が伝わってきました。 

 １・２年生は、この校外学習を通してたくさんのことを学んだことと思います。６月は体

育祭という大きな行事が控えています。一段と強くなった団結力で、大いに盛り上げ、

成功に導いてください。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 5月 13日（金） 

英文書道部が入校証を作成！ 

  

 英文書道部に本校の入校証を作成してもらいました。今までの入校証が古くなってき

たので、英文書道部にお願いしたところ、快く引き受けていただきました。 

 本日完成した入校証を生徒が届けにきました。さっそく、職員玄関に置いてある古い

入校証と交換してもらいました。 

 今度の入校証は、英語のおしゃれな文字で、『Guest Nakagawa Junior High School』

と書かれています。 

 ご来校の際には、ご覧になってください。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 



2016年 5月 13日（金） 

お帰りなさい！ 自然教室から帰ってきました！ 

  

 ２年生が自然教室から無事戻りました。交通事情がよく、予定よりも早く、１６時２０分

ごろに学校に到着しました。生徒たちは、２泊３日の充実した自然教室を満喫したすて

きな笑顔でバスを降りてきました。大きな荷物とお土産、そして楽しい思い出いっぱい

にして、家路に向かいました。 

 右の写真は、今回の自然教室のしおりです。すてきなデザインとともに、『百花繚乱』

のスローガン。３日間の自然の中での体験学習をとおして、一人ひとりが輝き、たくさん

の花を咲かせ、文字どおり「百花繚乱」。これから、一つひとつの花が、どんな果実にな

るのかな？とっても、楽しみです！ 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 5月 13日（金） 

自然教室レポート６ 

   

 今日の体験学習は、そば打ちです。身支度をして担当の方の説明を聞いて、最初の

水回しが始まりました。そして、一人ずつ、のしの作業に移り、厚さ２ミリを目標に伸ばし

ていきます。写真のように四角い感じで伸ばせればＧｏｏｄ！Ｊob! 

  あとは細く切って美味しいおそばのできあがりです。さて、最後の作業で、蕎麦になる

のか、うどんになるのか、ほうとう（ちょっと失礼でした！）になるのか、楽しみです！ 

 生徒の皆さんは、元気に３日目を迎えたようです。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 5月 13日（金） 

元気に登校、１年生！ 



  

 １年生の今日の中川の時間は、昨日の校外活動の振り返りを行いました。いくつかの

教室を覗くと、昨日の疲れは残っていると思いますが、元気な生徒の笑顔を見ることが

でき、ホッとしました。 

 さて、今週から本校にきている実習生が実際に教壇に立ち、授業を行いました。 

 【写真左】 真剣に振り返りシートを記入している生徒たち 

 【写真右】 教育実習生の１年数学の授業 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 5月 12日（木） 

自然教室レポート５ 

  

 ２日目の体験学習は、牧場体験と田植え。前回のレポートでは、抜けるような青空の

もとで行われた牧場体験を紹介ｓましたが、今回は田植え体験。 

 裸足で泥んこになることは、日常の生活ではほとんどないと思いますので、貴重な体

験になりますね。私が幼少の頃の中川は、裸足で川遊びができるような小川があった

り、自転車に乗っていた時に誤って田に落ちて泥だらけになってしまう環境でした。今で

は想像がつきませんね。 

 さて、田植えした稲は、秋には精米された美味しいお米として学校に送られ、生徒一

人ひとりに渡されます。楽しみです！ 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 5月 12日（木） 

１年遠足レポート《その２》 



   

 １年生の遠足ようすです。足柄も自然教室と同じで、快晴。青空と新緑がとてもきれい

です。開校式のようす、そして足柄の美しい自然の写真を掲載しました。 

 右の写真は、みんなで協力して問題解決にあたっているところです。 

 バスから降りてきた子どもたちは、日焼けした元気な笑顔で、『さようなら』とあいさつ

をして、家路に向かいました。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 5月 12日（木） 

１年生も遠足に出発！ 

   

 １年生が遠足に出発しました。場所は、県立２１世紀の森。グループワークの活動を

通して、自分の役割を果たし、お互いに協力し合い、コミュニケーションの大切さを学び

ます。 

 左の写真は、１年生の遠足のしおり。遠足スローガン、『団結し２４８で冒験へ！ ～Ｐ

ＡＡ２１～ 』（※冒験は、冒険プログラムを体験することから、造語です）とステキなイラ

ストが描かれた表紙です。 

 この遠足を機会に、仲間とともに最高の想い出をつくり、学年全体の交流が深まるこ

とでしょう。 

 右の？？？な写真は、グランドから空を撮ったら、雲一つなく、こんな写真になってし

まいました。  

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 5月 12日（木） 

自然教室レポート４ 

  



 これから、午前・午後の入れ替えで、牧場体験と田植えの体験学習です。 

 左の写真は、クラスの集合写真を撮っているようすです。雲一つない青空が、気持ち

いいですね。 

 右の写真は、牧場体験で行う、トラクターの乗車です。かなりの揺れに、子どもたちは

アトラクション気分！ 

 

  学校長  栗原 公明 

  
 

 

2016年 5月 12日（木） 

自然教室レポート３ 

  

 自然教室２日目になりました。今日は天気が回復し、田植え、牧場体験は、青空のも

とできそうです。 

 昨日の睡眠は大丈夫でしたか？まずは、朝の体操で体をシャキッ！として、しっかりと

朝食をとって、１日のスタートです。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 5月 11日（水） 

自然教室レポート２ 

  

 入村式を終えて、本日のプログラムの１つ、ウォークラリーを行いました。霧雨の中、

グループごとに次々と出発です。班で協力して、問題を解きながら戻ってきます。班の

結束力の見せ所ですね！このあとは、自然の中を歩き、お腹を空かせて、夕食づくり。 

 夕食は、班ごとに野外炊事を行い、美味しいカレーをいただきました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 



2016年 5月 11日（水） 

自然教室レポート１ 

  

 自然教室の引率にあたっている副校長より、現地の様子が送られてきました。 

 「横浜を出る時には、青空が・・・・」という書き出だしの本日午前中に掲載したＷｅｂ日

記でしたが、現地からの報告では、談合坂ＳＡを出たあたりで雲行きが怪しくなり、天気

が目まぐるしく変わっているようです。 

 １２：０４に送られてきた、現地に到着した写真、そして昼食をとっている写真では、残

念ながらまだ雨があがっていないようです。 

 天気予報ではこれから回復する予報が出ていますので、早く雨があがって欲しいです

ね。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 5月 11日（水） 

自然教室へ出発！ 行ってらっしゃ～い！ 

  

 今日から２年生は自然教室になります。心配された天候も青空がのぞき、自宅から大

きな荷物を持って登校する生徒たちにとっては、本当によかったと思います。坂を上っ

て下グランド行く生徒たちは、正門前で一汗かいていましたね。 

 それでは、２泊３日の自然教室、楽しい思い出のお土産いっぱいに、元気に帰ってき

てください！ 

  

   学校長  栗原 公明 

  
 

 

2016年 5月 10日（火） 

明日から自然教室 ～結団式～ 



   

 ２年生は明日から、長野県茅野市白樺湖方面に自然教室に出かけます。白樺湖ウォ

ークラリー、野外炊事、体験学習（田植え、牧場）、キャンプファイヤー、そば打ち体験と

楽しいプログラムが待っています。 

 さて、今日は自然教室の結団式が体育館で行われました。実行委員長や係の代表

生徒の話のあと、実行委員会の企画として、明日からの自然教室に向けたインタビュ

ー形式で盛り上げていました。 

 みんなで協力して、楽しい思い出いっぱいつくってきてください。 

 

  学校長  栗原 公明 

  
 

 

2016年 5月 9日（月） 

全体朝会 ～生徒会本部からのメッセージ、表彰、教育実習生の紹介～ 

   

 今日の全体朝会は盛りだくさんでした。新学期が始まって１か月がたちました。新たな

気持ちで今年度の目標を胸に新生活をスタートした生徒の皆さんですが、１か月たった

今、目標に向かって頑張っている自分自身を振り返ってみようという話を私からしまし

た。 

 そして、今日から３週間、３名の教育実習生を迎えます。１年生に２名、２年生に１名

の実習生が、生徒の皆さんと生活します。 

 最後に、生徒会本部から、よりよい中川中学校をつくっていこう！という熱い思いを生

徒会長が全校生徒に語り、その後、今年度のスローガンを発表しました。そのスローガ

ンは、とてもすてきなスローガンです。 

  『中川 histry ～７０年の想いを繋ごう～』 

 スローガンの「histry」は綴りの誤りではなく、７０周年を迎える本校にちなみ、

「history」と「ｔｒｙ」を合わせたステキな造語です。 

 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2016年 5月 6日（金） 

ＧＷ明けの出勤は、陸上部の元気なあいさつ「おはようございます！」に迎えられて 



  

 ＧＷ明けの授業が始まりました。７時半ごろ出勤すると、陸上部が練習をしていまし

た。おそらく部長さんだと思いますが、「おはようございます！」の元気な声とともに、部

員の皆さんの元気な「おはようございます！」が続き、気持ちよく職員室に向かうことが

できました。 

 今日の写真は、 

 【写真右】 グランドをランニング中の陸上部員。校舎内を回っている途中に、昇降口

からみかけたところです。 

 【写真左】 １時間目の保健体育の授業。ＧＷ明けの最初の授業ですが、生徒たち

は、元気に陸上の授業に取り組んでいました。 

 

 ☆来週の月曜日は、全体朝会があります。遅れないように登校してくださいね。また、

教育実習生も来週から、本校に来ます。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 5月 2日（月） 

校長室前はコイが泳ぎ、技術員室前にはカメが飛ぶ！？ 

  

 ５月になりました。１年生も中学校生活にだいぶ慣れてきたようです。放課後、学校で

は新しいジャージが躍動しています。 

 朝の時間に校舎内をぐるっとひと回りしてくると、学年を問わずクラスの応援団や色責

に立候補する生徒が教室で立候補のアピールをしている光景を見かけます。 

 さて、今日の写真は、毎月更新される「なかちゅうぎゃらりー」の紹介です。そこには、

こんなメッセージが書かれていました。「鯉が泳いでいる写真がないので、カメが海の中

を飛んでいるような写真がありましたので・・・・」 

 校長室の入口は、コイが泳いでいます！ 

 

  学校長  栗原 公明 

  
 

 



 


