
2016年 7月 30日（土） 

都筑区『社会を明るくする運動』 に参加して大活躍！ 

  

 ２時４５分から、センター南スキップ広場において、都筑区『社会を明るくする運動』の

イベントが行われました。本校からも生徒会本部役員３名が参加しました。都筑区長さ

んのお話のあと、中川中と茅ヶ崎中の生徒たちが、社会を明るくする運動について、中

学生の立場からメッセージを伝えました。 

 本校からは、生徒会本部役員の会長、副会長の２名がメッセージを伝えました。本校

で『あいさつ運動』として行っている『Greeting Day』を話題にしてあいさつから広がる人

と人とのつながりについて、そして『ペイ・フォワード』による善意と思いやりを相手に渡

すということについて、力強いメッセージを伝えました。 

 本当の豊かさとは、お金や物の豊かさだけではなく、私たちの心の豊かさが大切で

す。世の中、不平・不満を言うだけ言って、何も改善しようとしないことが多いです。まず

は実際に行動を起こさなければ、何も変わらないということを、今日の中学生の皆さん

のお話を聞いて強く感じました。 

 本部役員３名は、この後、保護司の皆さんと駅前でリーフレットなどを配るボランティ

ア活動を行いました。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 29日（金） 

今日のＷｅｂ日記《その２》 夏本番！ 

   

 梅雨が明け、夏空が続く毎日です。７月に入ると部活動の大会やコンクール、発表や

交流会などが行われ、生徒たちが活躍する場面をたくさん見てきました。７月もいよい

よ月末を迎え、大会やコンクールなども最後の日程になりました。 



 そこで今回は、三ツ沢で行われた陸上部の大会、そして県民ホールで行われた吹奏

楽部コンクールの応援に行ってきました。三ツ沢競技場は、写真のように夏空の厳しい

暑さの中でしたが生徒たちは全力で各種目に頑張っていました。また、午後からは県

民ホールで吹奏楽部のコンクールに行きました。とてもすばらしい演奏に感動しまし

た。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 29日（金） 

横浜市立中学校生徒英語弁論大会が行われました 

  

 昨日、西公会堂で横浜市中学校生徒英語弁論大会

『The 67th Englisy speech contest』が行われました。 

 本校からは、３年生が出場しました。広い公会堂の中で、コンテストに出場した中学

生、保護者や学校関係者など、大勢の人たちの前で、自分の経験に基づいた思いを流

暢な英語で堂々とスピーチしていました。 

 海外旅行に行ったときに、英語が喋れたら旅行がもっと楽しくなると思い、帰ってきて

からＮＨＫ英語会話をさっそく始めましたが、いつの間にか（というか、比較的短期間で）

フェードアウトしていた私でした。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 28日（木） 

赤ちゃんふれあい体験 

   



 中川中学校コミュニティハウスにおいて、都筑区こども家庭支援課が窓口となって、

『赤ちゃんふれあい体験』が行われました。お母さんと赤ちゃんがコミハに来て、中学生

と交流しました。実際に赤ちゃんを抱っこしたり、お母さんとお話をしたりと楽しいひと時

を過ごすことができました。 

 右の赤ちゃんの人形の写真は、実際の新生児の体重と同じくらいで、感触も赤ちゃん

そのもの、頭の骨もまだついていなくて、首もすわっていません。とってもリアルなお人

形さんでした。 

 

 ※過去の参加生徒の感想 

  「赤ちゃんと過ごしていると、やっぱり幸せな気持ちになれるし、小さい子の力って本

当にすごいんだなと思いました。」 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 27日（水） 

ＥＳＳ部が神奈川総合高校ＥＳＳ部と交流会！ 

  

 本校ＥＳＳ部が７月２６日に、神奈川県立神奈川総合高校ＥＳＳ部との交流会に参加

しました。神奈川総合高校の生徒たちが、地域の小学生たちに英語を教える地域交流

会を企画し、その交流会に参加し、小学生の子どもたちと一緒に英語学習に取り組み

ました。中学生のみなさんが、小学生のサポート役として大活躍！ 

 高校生と一緒に活動する中で、生徒たちは高校生の英語レベルの高さを改めて感じ

驚いていました。高校生の姿を実際に見ることにより、中学校卒業後の進路を考える一

つのヒントになったことと思います。 

 ＥＳＳ部のみなさん、ありがとうございました。 

 

   学校長  栗原 公明 

 

   
 

 

2016年 7月 26日（火） 



美術部 東急ギャラリーバスの作品大集合！ 

  

 昨年度から、東急バス東山田営業所のご厚意で、美術部と写真部の作品を東山田営

業所企画の「ギャラリーバス」に掲出させていただいております。 

 そこで、今年は夏休みの企画として、８月の前半は「美術部」、後半は「写真部」の作

品がバスに掲出されます。お楽しみに！ 

 今回の写真は、「交通安全」をテーマに美術部員が制作した作品を校長室机上に並

べて撮影したものです。 

 

 学校のネット環境の不具合により、夏休みになってからのできごとをまとめて掲載しま

した。ご覧ください。 

 夏休み中は、不定期な掲載になりますので、時々ご覧になっていただけたら嬉しいで

す。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 25日（月） 

茶道部 夏のお茶会 

  

 今年も茶道部の「夏のお茶会」が、7月 24日（日）、都筑民家園の茶室にて行われま

した。左はお茶会に参加した人に配られた手作りのしおり。お茶会での作法について、

素人の私にもとてもわかりやすく、わが家でも好評でした。 

 私は運動部の大会応援で到着が遅れてしまい、お茶会には間に合いませんでした。

本当にごめんなさい。いただいたお茶会のしおりと茶室の外観で、すてきなお茶会をイ

メージしてください。 



 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 23日（土） 

今年も”虫送り”の季節になりました 

  

 南山田町内会の『虫送り保存会』の皆様による伝統行事、横浜市無形文化財になっ

ている『虫送り』が盛大に行われました。当日の参加者は、６５０名あまり。南山田自治

会館を出発して、山田神社境内に上り、そして途中で子どもたちは松明を受け取り、中

原街道を歩きます。写真のように、２５０本の松明の行列は圧巻でした。 

 虫送りの最後は、夏みかん公園に集まり、南山田朝会の囃子部のお囃子にあわせ

て、獅子舞とひょっとこ踊りが披露されました。地域の子どもたちも、ひょっとこやお囃子

で活躍していました。 

 保存会では、小中学生で虫送りに関心のある子どもたちにぜひとも練習に参加して

欲しいとお話されていました。  

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 22日（金） 

夏休み学習会  

  

 夏休みに入ってから、１年～３年の全学年で夏の学習会を行っています。学年の先生

たちと真剣に問題に取り組んでいました。 

 夏の学習会に限らず、夏休みだからできること、夏休みにしかできないことが、いろい



ろあると思います。 

 さて、今日は職員室のワックスがけです。まさに、夏休みだからこそできることです

ね。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 21日（木） 

夏休みの校舎内 

  

 今日から夏休みになりました。８月２９日から、休み明けの授業が始まります。 

 さて、主が休みになった教室は、教室に置かれていた荷物は自宅に持ち帰られ、ロッ

カーも空っぽ、何か寂しいですね。 

 でも、Ｂ棟校舎は、今月末にコンクールを控えている吹奏楽部員が猛練習！暑さに負

けず、がんばれ！！ 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 20日（水） 

夏休み前の全校朝会 

  

 今日は夏休み前の最後の授業。全校朝会を行い、夏休みを迎えるにあたって、これ

までの生活の振り返りを中心に話をしました。その中で、地域にお住いの方が、お電話

をくださったことを紹介しました。生徒の中の誰かが、とても気持ちの良いあいさつをし

てくれたのだそうです。以前にも「荷物をもちましょうか。」と声かけをしてくれた生徒が



いて、とても嬉しかったそうです。優しい心遣いができる生徒さんがいる中川中は素晴

らしいですね。という内容でした。とても嬉しいお電話でした。 

その後で、文化祭実行委員から今年のテーマ「DREAM of 70」とテーマ曲に選ばれた

GReeeeNの『旅人』が紹介されました。休み明けから今度は歌声を中心にクラスそれ

ぞれの色を表現してみせてください。期待しています。 

学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 19日（火） 

実相院の”床もみじ”に負けない”床耐震”？！ 

  

 今日は夏休み前の大掃除。４月から使ってきた校舎内の隅々まできれいにお掃除を

行い、とってもきれいにピカピカになりました。教室の扉のレールや廊下・階段の細かな

スペースまで丁寧に掃除を行い、昇降口も写真のようにくつ箱一つひとつを丁寧に掃き

出して雑巾がけを行いました。 

 生徒たちが下校後、美化委員と教員がワックスがけを行いました。ワックスを塗り終

わった教室は、京都・実相院の「床もみじ」に負けないくらいの輝きで、耐震の柱が床に

くっきり映る「床耐震」？！ 

 

 運動部の夏の大会が３連休中、市内の競技会場で行われ、県大会出場をかけた熱

戦が繰り広げられました。現在、野球部が市大会ベスト８に勝ち進んでいます。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 15日（金） 

第２回学校運営協議会を行いました 



  

 今日は第２回学校運営協議会を行いました。昼頃には激しい雨となり、ご来校いただ

く時が心配でしたが、小雨となり予定通り開催できました。委員のみなさん、ありがとう

ございました。 

 協議会では、４月～７月までの生徒たちの活動を振り返り、意見交換を行いました。

そこでは、体育祭や各学年の校外行事での生徒の取り組みや活躍している様子が話

題になりました。 

 また、後半の話し合いでは、生徒会本部役員が参加し、先日行われたサイバー研修

会を受けて、正しいＳＮＳの使い方について、参加した委員と意見交換を行い、大変有

意義な時間を過ごすことができました。 

 なお、今回も写真がなくて大変申し訳ありません。生徒たちが活躍している様子がお

伝えできず、残念です。今回も写真部の作品を掲載させていただきます。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 14日（木） 

１年生の廊下掲示物紹介！ ～『のはらむらの住人になろう』 by国語科～ 

   

 今日は１年生のフロアを紹介します。国語科の授業では、自分自身が自然の中の草

花や太陽や風などになりきり、『のはらむらの住人』になったつもりで、創作した詩が個

人フォルダーに入っています。 

 作者名も生徒の名前と合わせて、「さくら」「たんぽぽ」「四つ葉」「つつじ」などを苗字に

もつ粋な名前が記載されていました。 

 本日で個人面談が終了しました。蒸し暑い毎日でしたが、ありがとうございました。夏

休み前の授業もあと３日となりました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 



2016年 7月 13日（水） 

３年生の廊下掲示物紹介！ ～お気に入りの俳句を紹介～ 

   

 今日は３年生のフロアを紹介します。３年生の廊下の個人フォルダーには、生徒が選

んだ俳句についてのコメントとイラストが描かれた作品が各クラスの前に掲示されてい

ます。 

 同じ作品でも生徒一人ひとりの個性があふれるすてきなコメントが書かれていまし

た。 

  

 《お礼》 

 今年も昨年同様、夏季休業期間を利用したカーテン洗濯をお願いする『カーテン洗濯

ボランティア』を募集したところ、１３０名近い保護者の方のご協力をいただくことになり

ました。本当にありがとうございます。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 12日（火） 

２年生の廊下掲示物紹介！ ～自然教室の想い出～ 

   

 昨日から夏休み前の個人面談が始まりました。１４日（木）までの予定で行います。各

学年の廊下には、授業の作品などが掲示されていますが、その中から、２年生のフロ

アに掲示されている自然教室のイラストを紹介します。 

 ２泊３日の自然教室の活動の中で思い出に残ったことをイラストにしたものです。生徒

たちの作品を見ていると、改めて自然教室の楽しい３日間が伝わってきました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 11日（月） 



サイバー教室を行いました ～サイバー防犯ボランティア～ 

  

 神奈川県警生活安全部サイバー犯罪対策課の方が来校し、生活委員と生徒会本部

役員を対象に「安全・安心なサイバー社会」を実現するためのお話をしていただきまし

た。スマホ・携帯利用に必要な「３つの力＋α」では、「断力・自制力・責任力＋周りのこ

とや自身の今後を想像する力」について、具体的な事例などを織り交ぜ、わかりやすい

説明がありました。 

 研修会終了後、サイバー犯罪対策課長からの講習修了書が生徒一人ひとりに渡され

ました。 

 今後は、今日の研修で学んだことをクラスや学校の中で共有したり、学区小学生に伝

えたりしながら、ライン等ＳＮＳのトラブル防止や危険サイトから自分自身を守ることを

生徒たちからも発信させていきたいと思います。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 8日（金） 

都筑区中学校個別支援学級第１回交流会が行われました 

  

 早渕中学校において、今年度初めての交流会が行われました。今回の交流会では、

中川中学校の生徒たちが開会式・閉会式の司会を立派に行い、ラジオ体操の時には

写真のように都筑区のみなさんの手本として頑張りました。 

 初めて顔を合わせた班のメンバーと自己紹介をした後に、班対抗のパズルゲームを

行い、大いに盛り上がりました。時間内に終わらなかった班は、休み時間にも熱心に取

り組んでいました。また、レクリエーションのメディシンボールでは、班のメンバーと協力

し、楽しく活動することができました。 



 都筑区の他の学校の生徒のみなさんと友好を深める貴重な時間となりました。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 7日（木） 

高校の先生のお話を聞く会 ～今日は七夕、皆さんの進路への希望が叶いますよう

に！～ 

   

 本日午後、本校体育館にて、「高校の先生のお話を聞く会」を３年生と全校保護者を

対象に行いました。 

 今日の気温は今年最高となり、体育館も写真のような大型扇風機を複数配置しても、

体育館内はものすごい暑さになってしまいました。 

 今日来校していただいた高校は、県立新栄高校、川崎市立川崎総合科学高校、横浜

市立みなと総合高校、横浜創英高校の４校でした。今年は、単純に公立・私立の括りで

はなく、公立高校では、普通科、専門学科、総合学科、そして私立高校という区分け

で、それぞれの学科・公私立の特色を高校の先生方にお話をいていただくことにしまし

た。 

 今日の会は、実際に高校の先生からお話を聞くことができた貴重な時間でしたが、こ

れからは学校説明会や体験入学、文化祭など、皆さんが実際に高校に行き、確認する

ことが求められてきます。そして、いつも言っているように、自分で考え、判断し、行動す

る！ですね。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 6日（水） 

季節の写真展 テーマ『雨水』 by写真部 

  



 ホームページでもお馴染みになりました写真部の「季節の写真展」。 

 職員室前の作品が新作となり、すてきな作品がたくさん展示されています。梅雨の季

節にあわせて、「水」を題材とした作品がたくさんあります。 

 また、自由テーマの作品には、港がみえる丘公園の周辺の写真など、「ヨコハマ」らし

さあふれる魅力的な写真もいっぱい！ 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 5日（火） 

地区懇談会が行われました 

  

 昨日地区懇談会を本校にて行いました。今年度から形式・運営方法を変更しました。

昨年までは、地域の施設を利用させていただきましたが、今年度から学校を会場にし

て、地域の皆様にご来校していただくことになりました。ご多用のところ、まことにありが

とうございました。 

 また、今年度から地区懇談会に生徒が参加し、生徒たちの考えや思いを大人と意見

交換することにより、有意義な会となりました。 

 今年のテーマは、『中川中地区を考える  ～安全委対する住みよい環境とは？ 人

としての行動・マナーとは？』というテーマで話し合いを行いました。私が参加した分科

会では、登下校時のマナーについて、生徒の視点から、そして保護者・地域の大人の

視点から、建設的な意見が出されました。 

 限られた時間で行われた懇談会でしたが、それぞれの立場で意識を高め考え実践し

ようということでまとまりました。 

 地区懇談会の写真がありませんので、職員室前に展示されている写真部の写真の

中から、私の独断で２枚ほど使わせていただきました。ありがとうございます。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 4日（月） 

月が変わって、毎度お馴染みの『９組カレンダー』と『なかちゅうギャラリー』の紹介！ 



   

 ７月になりました。毎度お馴染みになりました９組のカレンダーと技術員さんの作品を

紹介します。梅雨の晴れ間とはいえ、急に暑さが厳しくなり、熱中症のニュースが多くな

りました。 

 この週末からは、運動部の３年生最後の大会が始まりました。厳しい暑さの中で行わ

れた試合では、こどもたちが大健闘！今度の週末に試合が続きます。 

 ９組のイラストは、夏らしい海のデザイン。涼しげなブルーの配色に、海の生き物が気

持ちよさそうに泳いでいます。 

 そして、もう一つ、『なかちゅうギャラリー』（技術員室前に掲示）の作品を紹介します。

今月公開予定の映画『ファイティング・ドリー』のニモとドリーの大冒険にちなんだ、宮古

島のカクレクマノミの写真です。暑い廊下の中で、ひと時の涼を求めてはいかがです

か。 

 

   学校長  栗原 公明 
 

 

2016年 7月 1日（金） 

修学旅行解団式を行いました 

  

 校長室にいると、３年生の元気な声が昇降口から聞こえてきました。そして、登校後に

体育館にて修学旅行解団式を行い、各クラスの実行委員からの話、そして実行委員長

の話と続きました。 

 実行委員長の話は、「とても楽しかった」「本当に楽しかった」「充実していた」という、

気持ちが込められた”修学旅行の感想３連続”から始まり、１日目の反省を２日目の行

動に生かすことができたこと、修学旅行中はしおりをしっかりと活用できたことなど、とて

も素晴らしい内容の話でした。お話から自分たちの学年に誇りをもっているのが伝わ

り、本当に素晴らしいことだし、校長としても嬉しかったですね。 

 さて、３年生は夏の大会やコンクールがこれからの土・日で行われます。この週末も



野球、サッカー、剣道、バドミントンの大会が予定され、また吹奏楽部は綾瀬文化会館

で行われるサマーコンサートに出演予定です。疲れがなかなか取れないと思います

が、がんばってください。 

 

  学校長  栗原 公明 
 

 

 


