
 

2016年 6月 30日（木） 

レポート２０ 

  

京都駅烏丸口に一旦集合して、新幹線ホームに移動しました。４分遅れで京都駅を出

ました。新幹線に遅れが出ていますが、修学旅行団体列車は今のところ、影響は少な 

いようです。大幅に遅れる場合のみ、メール配信やホームページでお知らせします。車

内は子どもたちの元気な声でいっぱいです。旅行のお土産をいっぱい持って帰ります 

ので、よろしくお願いします。 

それでは、これをもちまして修学旅行レポートを終わります。多く皆様にご覧いただき、

ありがとうございました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

2016年 6月 30日（木） 

レポート１９ 

  

嵐山、伏見稲荷、宇治で昼食をとり、これから東寺で全クラスが合流します。 

そうこうしているうちに、バスは東寺に着きました。修学旅行最後の見学地は、日本で

一番高い五重塔で有名な東寺でした。最後までしつこくてごめんなさい。嵐山で食べた

昼食を紹介します。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 30日（木） 

レポート１８ 



  

渡月橋でのクラス写真。６組・８組です。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 30日（木） 

レポート１７ 

  

渡月橋でのクラス写真です。1組・２組です。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 30日（木） 

レポート１６ 

  

 生徒たちは時間通りの行動ができているので、天龍寺、日本最古の黒木鳥居で縁結

び・学問の神様の野宮神社を見学して、渡月橋の周辺で自由時間となりました。 

 ますます、蒸し暑くなってきました。 

 

  学校長  栗原 公明 

 

 

2016年 6月 30日（木） 

レポート１５ 



  

 私は１組・６組と一緒に回っているので、組みひも体験コースです。生徒たちは説明を

受けて、作業開始。最初は『右手、左手、次はどっちだ？』という具合でしたが、次第に 

スムーズに！送られてくる作品が楽しみですね。 

 次の見学地の天龍寺に向かいます。街では日傘がチラホラ、時々薄日が！ 

 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 30日（木） 

レポート１４ 

  

最終日はクラスごとの活動になります。雨が上がり、ラッキー！このまま降らないで欲し

いですね。荷物は一足先に京都を出発です。 

８時１０分お世話になったホテルを出発しました。これから、１組・６組は安達くみ紐体験

と嵐山、２組・７組は八つ橋庵とししゅうやかたと嵐山、４組・８組は友禅染体験と嵐山、

３組は西陣織体験と宇治、５組は伏見稲荷と京扇堂のコースになります。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 30日（木） 

レポート１３ 

  



いよいよ出発です。生徒たち荷物も出発を待っています。 

さて、先ほどの食リポのおまけです。陶板上でソーセージ、ハッシュドポテトがあり、そ

の横に生卵が？自分で焼いて、目玉焼きかスクランブルエッグにするそうです。これっ

て、アクティブラーニング！？ 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 30日（木） 

レポート１２ 

  

いよいよ、修学旅行最終日。就寝時、起床時には、職員が考えた“出し物”（これがなか

なか面白い！）の放送が流れ、部屋から生徒たちの笑い声が聞こえるほどの出来映え

で、笑い声で１日が終わり『おやすみなさい』。そして笑い声で１日が始まり『おはようご

ざいます』。すてきですね！起床時部屋を覗くと、さすがに疲れのためか、生徒たちは

ゴロゴロしている姿を目にしました。 

 さて、これまでの流れで、もういいよ！思われると思いますが、最後まで食リポを送り

します。今日は、パン、スープ、サラダの洋食です。続々と生徒たちが朝食会場に集ま

ってきます。ただ今の時間は、７時５１分です。 

 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 30日（木） 

レポート１１ 

  

９時から班長、室長会議を行いました。今日の班別自主行動の反省、明日の確認、添

乗員の方から宅配便の出し方などの話がありました。さすが代表生徒たちの会議と思

わせる真剣に集中している会議でした。添乗員の方の説明の中で、『最後に、大切なこ

とを話ます』と前置きすると、生徒たちはペンを持ち、一言も聞き漏らすまいと構えて待



っていたところ、『修学旅行の思い出』の一言で、その後、微妙な間があり終わりまし

た。生徒たちは一瞬あっけにとられ、次の瞬間、笑いと拍手。生徒たちの集中力が生み

出したオチでした。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 29日（水） 

レポート１０ 

  

自分が送ったレポートを振り返ると、食べ物の写真が多いなあと改めて思いましたが、

懲りずに今回も夕食の湯豆腐料理を紹介します。いろんな料理があって、生徒たちは

お腹いっぱいのようでした。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 29日（水） 

レポート９ 

  

今日の夕食場所となる清水に着きました。雨足が時折強くなるあいにくの天候ですが、

写真のように、清水坂は相変わらず、人・人・人です！間もなくチェックの時間になりま

すが、お店の方に頼んで、湯豆腐の準備を早めてもらい、生徒の入店をお願いしてい

るところです。 

お店に到着した生徒たちは、途中の雨で濡れてしまいましたが、食事を前にして生徒た

ちの元気な声がお店に響いています。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 29日（水） 

レポート８ 



  

昼食場所は、決められた三か所のお店になります。金閣寺、八坂神社、本能寺近くの

お店です。私は一番生徒が多い金閣寺近くのお店で食事をとりました。 

午前中の班行動は、概ねトラブルなく、しっかり回っているようです。素晴らしい！ 

昼食後、金閣寺に行く生徒も多そうです。しかし、残念ながら、天気は予報通り、昼あた

りからポツポツ、食べ終わって外に出るともう傘が必要になりました。 

右の写真は、金閣寺に向かう生徒たちです。次にみなさんに会うのは、清水の夕食場

所です。みなさん、お気をつけて！ 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 29日（水） 

レポート７ 

  

いよいよ、班ごとに出発です。出発する時に、先生から１日乗車券と携帯を受け取り、

チェックを受けていざ京都の街へ。朝食をしっかりと全員がとることができ、８時２５分に

は、全員出発完了。 

夕食場所の清水目指して、いってらっしゃ～い！ 

ちなみに今日の天気予報は、午後から雨。天気の崩れが遅くなって欲しいです。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 29日（水） 

レポート６ 



  

修学旅行２日目がスタート。職員の爽やかな？『扉をあけて』の歌声で起床時間を迎え

ました。朝食をしっかりとって、京都の街を歩いてくださいね。朝食は湯豆腐などの和食

メニューです。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 29日（水） 

レポート５ 

  

夕食は、すき焼き。きれいな宴会場の雰囲気とすき焼きのお肉を前にして、子どもたち

のテンションはマックスへ。用意されたご飯はすべてなくなり、女子の食べきれないお肉

を食べられる男子にまわし、食欲旺盛なみなさんでした。このホテルのお風呂は、ナトリ

ウム塩化物・炭酸水素塩温泉を泉質とする京都温泉！今日の疲れを癒やすのにぴっ

たりですね！ 

 

  学校長   栗原 公明 
 

 

2016年 6月 28日（火） 

レポート４ 

 

 

奈良から生徒たちが、ホテルに到着です。ホテルのロビーでは、ホテルのキャラクター

の『はとぴょん』がお出迎えです。私も一緒に写真を撮ってもらいました。リニューアルし

たばかりのホテルですから、子どもたちも大満足のようです！ 



 

学校長 栗原 公明 
 

 

2016年 6月 28日（火） 

レポート３ 

 

 

奈良公園に到着しました。今日は朝ご飯が早かったので、お腹ペコペコ。まずは腹ごし

らえをして、奈良公園などの班行動に入ります。今日のお弁当の写真を送ります。昼食

を食べ終わり、最初は小雨でしたが、クラス写真を撮る頃には、雨が上がりました。ま

ずは大仏殿を全員が見学して、その大きさに驚きの声。最後の写真は大仏の鼻の穴と

同じ大きさの柱くぐり。この穴をくぐると頭がよくなると言われるので、いつも長蛇の列。

でも、他力本願ではなく、やはり自分の力だよね。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 28日（火） 

レポート２ 

 

 

予定通り新大阪に到着しました。出発した時の横浜は雨が降り、集合場所も新横浜駅

２階に変更しましたが、新大阪に着いたら雨が上がりました。これから、バスで奈良公

園に向かいます。１組の車内とバスからの写真を送ります。 

 

 学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 28日（火） 

修学旅行レポート１ 



  

修学旅行当日を迎えました。新横浜に集合して、３日間お世話になる添乗員、看護師、

カメラマンの紹介後、いざホームへ。天候は、あいにくの雨ですが、奈良公園に着くまで

に、雨があがりますよ～に！新幹線の車内は生徒たちの楽しそうな声でいっぱい！ 

  学校長  栗原 公明  
 

 

2016年 6月 27日（月） 

本日のＷｅｂ日記 《第２弾》  ２年生学年レク 「しっぽ取り」 

  

 今日の６校時の学活の時間、２年生は学年レクを行いました。 

 クラス対抗のトーナメント戦。ルールはいたって簡単で、全員がお尻に、しっぽに見立

てたスズランテープをつけ、お互いに取り合う競技（？）です。 

 ただし、相手のしっぽをとる前に、ほふく前進をして中央までいき、そしてほふく後退を

して元の位置に戻り、立ち上がりしっぽをとりに行く競技になります。このほふく前進・後

退が早い生徒は、しっぽを簡単にとることができるのです。 

 結果は、１位は２年６組、２位は２年４組。 そして、全員が一生懸命に取り組む姿が、

とてもよかったです。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 27日（月） 

明日から修学旅行、荷物は先に行ってきま～す！ 

  



 ３年生は、３校時に修学旅行に向けた集会を体育館で行いました。集会では、実行委

員が寸劇を行いながら、修学旅行のポイントを説明しました。 

 集会の最後に実行委員長から話がありました。「ルールを守り、一人ひとりが楽しめ

る修学旅行をつくる」という委員長の強い思いが伝わってきた素晴らしいお話でした。 

 集会が終わると、生徒たちは自分の荷物をトラックに積み込みました。荷物は生徒よ

りひと足先に、京都のホテルに出発！ 

 私も修学旅行の引率のため、明日からの「Ｗｅｂ日記」は現地からのレポートになりま

す。お楽しみに！ 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 24日（金） 

生徒総会が行われました 

  

 本日５・６校時に、体育館において生徒総会を行いました。冒頭の生徒会長のあいさ

つでは、「生徒会は本部役員だけではない」という全校生徒に問いかける話から始ま

り、『考える生徒会』という素晴らしいキーワードが投げかけられました。 

 世の中では、７月１０日に参議院議員選挙が行われます。中学３年生もあと３年経つ

と、選挙権を得ることができ、中川中の投票所に来る人もいるでしょう。 

 さて、選挙権を持つにあたり、政治に参加するため必要な力を育むことが必要です

が、今日の生徒総会のように、学校生活の改善・向上を生徒会の会員である全校生徒

が、自分たちの課題としてとらえ、考え、参加し、生徒を代表する役員や委員を通じて

活動する生徒会活動も大切になりますね。 

 とにかく、日常の生活で、他人任せにすることなく、自分の考えを表示し、決める場面

に積極的に関わることです。 

 来週はいよいよ修学旅行になります。３年生の皆さんは、前もって大きな荷物は京都

に送るので、月曜日は忘れずにね！ 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 23日（木） 

変わる校舎・変わる学校生活 ～周年行事の記念誌より～ 



  

 本校は今年創立７０年目に入ったことは、いろいろな機会にお伝えしているところです

が、職員室前の壁面に、過去の記念誌に掲載された写真から何枚かを選び、掲示して

みました。 

 「生まれ変わる校舎」では、地域の方も整地作業に参加されるなど、地域の学校とし

て大きな祝福を受け、開校したようすが伝わってきました。その後、木造校舎から始ま

り、生徒数の増加とともに校舎の増改築が繰り返され、現在にいたった様子がわかりま

す。 

 また、「変わる学校生活」では、運動会から体育祭にかわったこと、いろいろな校外行

事に一生懸命に取り組んでいる生徒など、写真が伝えています。 

 来年度の秋には、創立７０周年の記念式典と祝賀会を予定しています。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 22日（水） 

修学旅行に向けてしおりの確認！ 

   

 ３年生は午後の学活の時間に、修学旅行のしおりを使って、旅行の確認を行っていま

した。中央の写真は、修学旅行のしおりです。表紙には、生徒のイラストが描かれてい

ます。 

 右側の写真は、各クラスに設置されている実物投影機を使って、担任がしおりを拡大

して説明をしているところです。生徒たちは、楽しみにしている修学旅行に思いを寄せ

て、真剣に取り組んでいました。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 21日（火） 

３年生の廊下には、高校のポスターがいっぱい！ 



  

 気が付くと３年生の廊下のフォルダーは、高校からの案内でいっぱい！ 

 ３年生の廊下には、来週の修学旅行関係の掲示物と進路関係の掲示物が見られま

す。進路関係の掲示物は、あっという間に増えました。夏休み中の学校説明会のお知

らせ、体験入学のお知らせ、受験なんでも相談など、生徒・保護者向けの案内が盛りだ

くさんです。これからの進路を決めるにあたり、実際に行って・見て・聞いて、自分の目

で確かめてくださいね。 

 １週間後の今頃は、奈良公園で鹿と戯れているかな。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 20日（月） 

今日から新刊図書の貸出スタート！  

  

 本校図書室の新刊図書の貸出が本日よりスタートしました。昼休みが終わり、図書室

を覗いたところ、人気本はすぐに貸し出されましたと、司書教諭の方がお話をしていまし

た。 

 本屋大賞２位の住野よる氏の『また、同じ夢を見ていた』、山田悠介氏の『神様のコド

モ』などをはじめ、人気作家の本の貸出は多いそうです。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 17日（金） 

県大会出場！市大会ベスト４！文化祭大成功！おもてなし！などなど・・・・ 



  

 昨日生徒朝会で各部活動の代表生徒が、夏の大会や活動に向けた意気込みを発表

しましたが、Ａ棟３階東側の階段の壁面にも部活動の意気込みが掲示されています。 

 各部活の思いがかないますように！皆さんのご健闘をお祈りいたします。 

 さて、右側の写真は、毎月恒例の『なかちゅうぎゃらりー』。 今月は、コーヒー飲料で

有名な「マウントレーニア山」（アメリカ合衆国・ワシントン州シアトル郊外）です。そうい

えば、今年から「山の日」ができましたね。 

 今週末は、部活動の大会が予定されています。フレー！フレー！なか中！ 

 

  学校長  栗原 公明 

 

  
 

 

2016年 6月 16日（木） 

フレー！フレー！なか中！ 

  

 今日の生徒朝会は、生徒会本部主催の「部活動激励会」が行われました。運動部、

文化部の代表生徒が、夏に向けた活動、意気込みを発表しました。 

 ３年生にとっては、最後の発表の場、最後の公式戦になりますね。３年間頑張ってき

たことを思う存分に発揮してください。みなさんのご健闘をお祈りいたします。 

  

 話はかわり、本日、本校創立７０周年記念事業準備委員会の第１回の会合を行いま

した。委員の皆様から貴重なご意見をいただき、７０周年記念事業実施に向けたスター

トをきることができました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 15日（水） 

今日は『Ｇ-Ｄａｙ（グリーティング・デイ）』 



  

 今日は、毎週水曜日に行われている G-Dayの日でした。各昇降口や正門で、今日の

当番である保健委員があいさつ運動を行いました。今年は生徒会本部が、あいさつ運

動のやり方を工夫して取り組んでいます。来校された方々からは、生徒のみなさんのあ

いさつが気持ちいいとのお言葉をいただき、生徒会の努力が実っています。 

 さて、私も各学年の昇降口に、『元気な声で！おはよう こんにんは  素直な気持ち

で！ありがとう ごめんなさい』と書いたメッセージを掲示しています。 

 しっかりと声に出して言える生徒であって欲しいですね。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 14日（火） 

職員室の机上に旅行用名札、宅配便伝票が！修学旅行近し！ 

  

 ６月１１日（土）には、皆様のご協力により、第７０回体育祭を盛大に行うことができま

した。ありがとうございました。 

 さて、体育祭では下級生たちをリードしてきた３年生たちですが、今度はいよいよ自分

たちのために、力を発揮することになります。 

 職員室の３年職員の机上に、修学旅行用の名札や帰りの荷物を送る宅配用の伝票

が置かれ、改めて修学旅行が間近になっていることを実感しました。修学旅行の直前

には、皆さんに配られることと思います。 

 修学旅行は、６月２８日（水）～３０日（金）の２泊３日の予定で奈良・京都方面に向か

います。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 11日（土） 

体育祭《Part５》 体育祭速報！ 



  

 第７０回体育祭が終わりました。本日は朝早くから、ご来賓の皆様、保護者・地域の

皆様にご来場をいただきありがとうございました。皆様から生徒たちに熱い声援をいた

だき、大きな励みになりました。ありがとうございました。 

 さて、体育祭の結果をお知らせします。残念ながら、今年も３冠は出ませんでした。 

  

 《体育祭結果発表》 

  色別種目優勝  赤色 

  競技優勝     黄色 

  応援優勝     青色 

 

    学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 11日（土） 

体育祭《Part４》 最後を盛り上げる３年生の騎馬戦、そして色別対抗リレー 

  

 午後は、エール交換、応援合戦のあと、学年種目が中心となりました。３年生の学年

種目である騎馬戦は、お互いにフェアプレイで騎馬同士の熱い戦いが繰り広げられま

した。 

 最後の色別リレーは、選手が抜きつ抜かれつの白熱した争いとなり、最後までドキド

キして観戦しました。 

 もちろん、色別対抗リレーの時には、各色の応援も一段と熱くなり、全校生徒が一丸

となって応援していました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 11日（土） 

体育祭《Part３》 跳ぶ！走る！引く！ 熱い戦いが続きます 



   

 バラエティ走、学級対抗リレー、色別綱引きの一コマを紹介します。バラエティ走では

麻袋に入って一生懸命に前に前に！そして、学級対抗リレーのスタート前の緊張感。

綱引きでは、青色と黄色が同点となり、決戦となりましたが、これまた引き分け。綱を引

く生徒も応援をする生徒も力が入りました。 

 競技の様子は、残念ながらまだまだ伝えきれないくらいたくさんあります。次のレポー

トに続きます。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 11日（土） 

体育祭《Part２》 得点速報！ 

 

 厳しい暑さの中、生徒たちが競技、係の仕事に頑張りをみせ、予定どおり午前中の部

を終えることができました。 

 午前中の得点速報です！ 

 

  学校長  栗原 公明 
 

2016年 6月 11日（土） 

祝 第７０回体育祭 体育祭の準備が始まりました！ 

   

 今日は快晴！第７０回体育祭を本日開催いたします。 

 ７時３０分から係生徒による体育祭の準備が始まりました。 



 今日の写真は、美術部作成の応援旗。毎年迫力ある素晴らしい作品に感動です！ 

 ぜひ、３冠目指して頑張ってください！ 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 10日（金） 

予行練習《Part４》 生徒たちが頑張りました！明日の準備はＯＫ！ 

  

 一般生徒が下校後、係生徒がそれぞれの仕事分担をテキパキと行い、明日の会場

づくりが終わりました。 

 校舎に掲げられた得点掲示板は、今日はすべて「０００」。さて、明日は、どんな数字

が入るのかな。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 10日（金） 

体育祭予行《Part3》 最後の色別集会で最終チェック！ 

   

 昼食後、本番同様の流れで、３分間コールの練習を行いました。各色限られた時間の

中で、本番同様真剣な気持ちで生徒たちは取組み、終了後は３年生がアドバイスと指

示を出していました。生徒たちの気持ちが一つにまとまり、去年初めて見た時には驚き

と感動ものでしたが、何度見ても気持ちは変わりませんね。 

 明日の体育祭、生徒の皆さんの力で、想い出深い体育祭にしてください。 

 明日は☀☀☀ますように！ 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 10日（金） 

体育祭予行《Part2》 応援にも熱が入ります！ 



  

 今日の予行は各競技の入退場の確認を行いましたが、生徒たちの応援は本番さな

がら。競技の確認で生徒たちが動き出すと中川中学校体育祭でお馴染みのドラム缶に

乗っての応援が始まりました。 

 気温が上がり、応援などの活動を途中で中断し、給水タイムをとり、終えることができ

ました。 

 入退場の確認を行う中で、最後の競技種目である「色別対抗リレー」だけは、真剣勝

負、応援のボルテージもさらに上がりました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 10日（金） 

体育祭予行《Part1》 今日は快晴！早くから生徒・職員が予行の準備 

  

 昨日予定されていた予行を本日行いました。今日は快晴。係の生徒と職員が朝早く

から会場の準備を行いました。 

 今日の Web日記は、何回かに分けてお伝えします。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 9日（木） 

３分間コールが仕上がってきたぞ！ 今日は色別集会３回目 

   

 体育祭まであと２日。今日の予行は、天候が心配され、明日に延期になりました。４校

時は、色別集会を行いました。今週から始まった色別集会ですが、最初は隊形づくりか

ら始まり、コール練習も試行錯誤の状態でしたが、今日は一気に仕上がり、生徒たちの



声も一段と力強く、グランドや体育館に響いていました。 

 明日は予行と最後の色別集会、そして体育祭の準備になります。天気予報では、週

末は何とかできそうですが、☀☀☀になってください！ 

 

  学校長  栗原 公明 

 

   
 

 

2016年 6月 8日（水） 

５月なか中人気本の紹介！ 

  

 ５月の『なか中人気本』を紹介します。 

 １位 アニソンの神様  score.2 

 ２位 メランコリック 

 ３位 メランコリック２  トゥインフル 

     ミカグラ学園組曲 放課後ストライド 

     戦場のコックたち 

 

 学校司書の先生が、生徒たちが利用しやすい環境づくりを考えて、図書館運営をして

います。人気の新刊本もありますので、積極的に利用してくださいね。 

 さて、右の写真は、９組の畑です。みんなで草むしりをして耕し、きれいな畑になりまし

た。どんな野菜ができるのか楽しみです。 

   

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 7日（火） 

色別集会が始まりました！ 

   

 色別練習が始まりました。全校生徒が色ごとに分かれて、週末の体育祭に向けた応

援練習が本格的にスタート！今日は第１回目ということで、３年生が中心となって、３分

間コールの隊形を指示し、コール練習に入りました。二百数十名の生徒たちに指示を



出し、各自のポジションを確認させることから始まりました。写真ではうまくお伝えできま

せんが、各色の隊形が次第に出来合あがってきました。 

 梅雨空とのにらめっこの毎日ですが、生徒も天気も!(^^)!の毎日であって欲しいです

ね。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 6日（月） 

体育祭まであと５日！ 今日は１・２年生が学年練習 

  

 いよいよ今週末は、第７０回体育祭が予定されています。昨日、関東地方も梅雨に入

り、天候が心配ですが、晴れて欲しいです！今日は、１・２年生の学年練習がグランド

で行われ、明日からは、色別集会が毎日計画されています。団長・色責の生徒を中心

とする３年生が主体となった本校の伝統である応援練習が始まります。今週は、熱い１

週間になりそうです。 

 さて、９組作成のカレンダー、６月を紹介します。「紫陽花」と「さくらんぼ」がデザインさ

れています。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 3日（金） 

中川中学校区学校・家庭・地域連携事業総会が開催されました 

  

 今年度の中川中学校区学校・家庭・地域連携事業総会を行いました。学校関係者、

各校ＰＴＡ本部役員のみなさん、地域のみなさん、関係機関のみなさんのご出席をいた

だきました。総会では、昨年度の事業・会計報告と平成２８年度の活動・予算計画の承

認、学区３小学校と中学校から、学校・生徒のようすをお話しました。 

 また、総会に参加していただいた町内会長、主任児童委員、スポーツ推進委員、青少

年指導員、保護司、少年補導員の皆様方からもお話をいただき、情報を共有させてい



ただきました。 

 学校では、生徒たちが来週の体育祭に向けて、１年生と３年生が学年練習に一生懸

命に取り組んでいました。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 6月 1日（水） 

昼食後はパンケーキの試食と応援練習を見学しました。 

  

試験が終わり、ほっとする間も惜しむように応援団は体育祭に向けて活動を再開しまし

た。部活動が始まるまでの時間を区切って、グランドで動きを交えた練習を行っていま

した。これからの１週間はどの色も熱の入った取組となる模様です。もう一つの写真は

昼食後にいただいた個別支援学級で作ったパンケーキです。生地がふんわりしていて

生クリームとイチゴがトッピングされていて、おしゃれなデザートが差し入れられました。

校長先生は出張に出る前に「美味しいなあ。」とおっしゃりながら召し上がっていまし

た。私もいただきましたが、甘すぎないのがとても良かったです。御馳走さまでした。 

 副校長 山中 裕子 
 

 

 


