
2016年 9月 30日（金）   

横浜市立中学校個別支援学級の合同体育祭 

    

   

 横浜市立中学校個別支援学級の生徒が一同に会して、三ツ沢競技場において第５

７回合同体育祭が行われました。９月２９日（木）の予定でしたが、天候が不安定で順

延して行われました。さわやかな秋晴れのもと、生徒たちが一生懸命競技に参加し、

各種目では熱戦が繰り広げられ、競技場は熱い声援に包まれました。オリンピックで

は、日本人選手の活躍に感動しましたが、再び大きな感動を受けた一日でした。 

 ９月末とはいえ、日差しが強く、日焼けした生徒たちの笑顔がすてきでした。 

  学校長  栗原 公明 

  

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2582,60,193,html


2016年 9月 29日（木）  

継続することの大切さ ～『中川の時間』の読書量 

    

 毎朝 10分間の帯時間で設定されている『中川の時間』の学習活動の一環として行

われている読書について、図書委員会がまとめた資料が校内に掲示されています。

学年ごとに、中川の時間に読まれた本の冊数と図書室の本の貸出冊数がグラフにま

とめられています。 

 『中川の時間』に読まれた本の合計は 2716冊、図書室の本の貸出合計は 2089冊

になりました。読書離れがいわれる昨今ですが、単純にグラフのデータから考えると、

全校生徒平均３冊以上読んでいることになります。継続して取組んできた読書活動で

すが、改めてグラフで検証すると、毎日の積み重ねの大切さがわかります。 

 明日は本日延期になった横浜市個別支援学級・特別支援学校合同体育祭が、三ツ

沢競技場で予定されています。秋晴れのもと、合同体育祭が行われることを祈ってい

ます。 

  学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2581,44,191,html


2016年 9月 28日（水）  

特別教室のエアコン設置工事 

  

 １１月末の完成にむけて、夏休み明けより、特別教室のエアコン設置工事が始まり

ました。設置する特別教室は、図書室、第１理科室、美術室、調理室の４教室になり

ます。北門周辺が資材置き場になっていますが、生徒の安全を最優先に考えて、業

者に工事・安全管理の徹底をお願いしているところです。 

 エアコンの運転はまだ先のことですが、図書室にはご覧のように、すでに室内機が

設置され、外見上は涼しげ？！････とはいかないですね。かえって余計に、もやもや

感が募ります。読書環境としては恵まれていなかった図書室が、エアコンの設置によ

り、快適に使えるようになります。 

 明日予定されていた横浜市立中学校個別支援学級合同体育祭は、明日の天候を

考えて、９月３０日（金）に延期となりました。 

  学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2580,html


2016年 9月 27日（火）  

より良い中川中をめざして ～立候補者の熱い思い～ 

    

 本日午後、生徒会本部役員選挙立会演説会及び投票が行われました。９名の生徒

が立候補し、会長立候補者から応援演説者とともに演説を行いました。立候補者の

演説では、「愛される生徒会を目指す」「挨拶活動の活性化」「清掃活動の活性化」

「意見の吸い上げを強化する」「生徒会活動を身近に感じられるようにする」「笑顔あ

ふれる楽しい中川中」「G-dayの改善」「ごみ拾いであいさつを増やす」「地域交流の

活性化」など、いずれもよりよい中川中をめざした建設的な意見を公約として掲げ、熱

く全校生徒に訴えていました。 

 演説会後の投票は、都筑区選挙管理委員会から実際に選挙で使う記載台と投票

箱を借り、一人ひとりが受付を済ませ、投票を行いました。 

 領収書の不正や議会中に居眠りしている議員の映像がマスコミで報道され、情けな

い思いを抱く出来事がありますが、本校の立候補者の一人ひとりは、学校のことを真

剣に考えている立派な生徒たちです。 

 また、立候補者の演説をしっかりと聞いている全校生徒の態度もとてもよかったで

す。 

   学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2578,44,191,html


2016年 9月 26日（月）  

中川中の「ゆるキャラ」は？！ 

  

 昨日からようやく太陽が顔を出し、”青色”の空を久しぶりに見た気がします。生徒の

昇降口に立っている時に、思わず青空を背景に写真を撮ってしまいました。 

 さて、皆様にお伝えしているように、本校は今年創立７０年目にはいり、来年、記念

式典・祝賀会を計画しています。地域の方々をはじめとする学校関係者の皆様に委

員になっていただき、準備委員会をたちあげたところです。 

 また生徒会でも、「創立７０年」を意識した生徒会スローガン、文化祭スローガンをつ

くるとともに、中川中の「ゆるキャラ」を現在考えているところです。夏休み前に全校生

徒に応募を呼びかけ、応募作品から数点を絞り、選んでいる最中です。さて、どんな

「ゆるキャラ」が誕生するのか楽しみですね。 

  学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2576,44,191,html


2016年 9月 23日（金）  

学校保健委員会 

   

   

 本日学校保健委員会を午後３時より、本校武道場で行いました。テーマは、『健康

づくりのための運動 ～運動して毎日元気に・適度な休養も大切に～ 』です。生徒会

保健委員会の生徒のみなさん、各運動部代表者のみなさん、PTA保健厚生委員の

みなさんが参加しました。 

 保健委員が調べた本校生徒の生活実態調査からわかったことを発表し、ゲームや

体操などの活動、グループワークなどを行い、最後に横浜市立若葉台特別支援学校 

竹田 智之先生のお話を聞き、とても有意義な時間になりました。また、保健委員会

作成の冊子も内容が大変充実したものでした。生活実態調査の分析のほか、運動や

スポーツが体や心に与える意義や効果について、ロコモ（「子どもロコモ」も含めた説

明）について、スポーツ障害についてなど、日常生活に関連深い項目がまとめられて

いました。 

 竹田先生のお話は、人間の骨は２００本、筋肉は６００個、骨を１本折るだけでたくさ

んの筋肉が使えなくなってしまうこと、自分の体を意識するだけでけがをしにくくなるこ

となど、大変興味深いお話でした。また、実際に立位体前屈を行い、ちょっとした意識

でさらに深く前屈ができる実技では、生徒たちから感嘆の声があがっていました。 

  学校長  栗原 公明 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2575,43,160,html


2016年 9月 21日（水）  

”紅葉前線”と一緒に”文化祭前線”も南下中！？ 

  

 北海道の大雪山系の紅葉が伝えられ、これから”紅葉前線”の南下による紅葉のた

よりを耳にする機会が増えてきますが、学校内では、”文化祭”の色あいがだんだんと

強くなり、３年生のフロアを中心に高校の文化祭の紹介ポスターがいっぱいです。 

 そして、本校文化祭のスローガンも各学年のフロアに掲示され、先週からは合唱練

習も始まり、高校の文化祭ポスターとあわせて、”文化祭前線”が３年生の歌声ととも

に、３年フロアから各学年に広がりつつあります。 

 最近は雨の日が多く、最近、”前線”といえば秋雨前線、お日様が恋しいですね。 

   学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2574,44,191,html


2016年 9月 20日（火）  

自分が読んだ本の紹介！ ～ビブリオバトル～ 

   

 ビブリオバトル大会についてのニュースを新聞等でも見かけますが、夏休み明けの

各学年の廊下には、『中川の時間』に生徒が読んだ本の紹介文が掲示されていま

す。生徒一人ひとりが『中川の時間』に読んだ本の中から一冊選んで紹介していま

す。思わず読んでみたくなるようなキャッチコピーや本の表紙デザインを描いたステキ

なイラストなど、楽しいです。 

 さて、リオ・パラリンピックも閉会式となり、８月６日から始まったオリンピックがすべ

て終わりました。最新のニュース記事を紹介している図書室の掲示板も期間中は、オ

リンピックのニュースが満載でした。 

 台風１６号の接近が心配されるところです。気象情報には、十分注意をしてくださ

い。 

   学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2569,44,191,html


2016年 9月 16日（金）  

生徒会役員選挙に向けた熱い演説 

    

 ９月２７日に予定されている生徒会本部役員選挙に向けた「教室選挙運動」が１４日

から始まりました。これは、立候補者が「中川の時間」に各自が割り当たられたクラス

に行き、応援演説者とともに選挙公約を熱く語る選挙演説です。９月２６日まで行わ

れ、全立候補者が全クラスで演説を行います。特に１年生の立候補者が、緊張しなが

らも３年生の教室に入り、熱心に演説する姿は印象的でした。 

 さて、今日から合唱練習が始まります。文化祭の合唱コンクールが楽しみです！ 

 また、３連休明けには、台風１６号の接近が心配されます。気象情報には十分に注

意し、暴風警報等が出た場合の登校については、以前に配布したお知らせや学校ホ

ームページで確認してください。 

   学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2568,44,191,html


2016年 9月 15日（木）  

『ハマ弁』のリハーサル 

    

 横浜市は「横浜らしい中学校昼食のあり方」について検討を続けてきました。そこ

で、今年度より、『家庭弁当』を基本とし、家庭弁当と事前予約による『配達弁当』（「ハ

マ弁」と呼びます）のどちらも選択できる環境を整え、当日注文できる『業者弁当』（本

校は、「はらの弁当」が今までどおり販売）が補完するという昼食スタイルになりまし

た。 

 今年７月より市内中学校１２校が試行校となり、中川中学校は１０月から実施となり

ます。平成２９年１月には、市内全中学校で実施となります。 

 そこで、今日は業者の方が来校し、当日のお弁当の搬入から受け渡し、食器の返

却のシュミレーションを行いました。「ハマ弁」のイメージをお伝えしようと思い、職員に

生徒役になってもらいました。 

 「ハマ弁」で検索するか、または中川中学校のホームページからも「ハマ弁」のサイト

につながります。「ハマ弁」のサイトには、９月・１０月の献立が掲載されています。申

込みは１か月前からになっています。詳しくは、「ハマ弁」ホームページや夏休み前に

ご家庭にお配りしたパンフレットをご覧ください。 

   学校長  栗原 公明 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2563,44,191,html


2016年 9月 14日（水）  

「学校の中心には自分たちが！」 ２年学年集会で頼もしいメッセージ 

  

 今月の学年朝会は、昨日が１・３年生、今日が２年生という順番で行いました。２年

生の学年朝会では、専門委員による報告と連絡があり、あわせて委員会もまもなく前

後期の切り替えとなるので、委員会の仕事やどんな委員がふさわしいのかなどの話

を改めて委員会ごとに生徒が話をしました。また、月末に予定されている生徒会本部

役員選挙立候補者の生徒たちの紹介もありました。 

 生徒たちや学年の先生の話では、「先輩たちから自分たちの代につなぎ、これから

の中川中学校の中心となるのが自分たちだ！」という頼もしい思いが伝わってきた学

年集会でした。 

 １年生の生徒会本部役員立候補者は、今日からさっそく１年生の教室を回る「教室

演説会」を行いました。また、３年生は先日の専門委員会の報告を生徒たちが主体と

なって報告をしていました。 

   学校長  栗原 公明 

  



2016年 9月 12日（月）  

夏が終わったばかりで、もう”卒業○○○○”！？ 

    

 期末試験最終日の放課後、３年生は卒業アルバムの部活動写真を撮りました。部

活動ごとに集合写真や活動しているようすを撮影しました。活動している様子では、

生徒たちが意識しすぎて、ベストショットを狙ったカメラマンが撮影に苦労していまし

た。 

 残暑が厳しく、来春３月１０日に予定されている卒業式は、遠く先のことのように感じ

ますが、これからは、「卒業」という言葉や「中学生活最後の・・・・」というフレーズで始

まるお話を日常の生活でも耳にすることが多くなりますね。 

 さて、今週末から、合唱練習が始まります。３年生にとって中学校最後の、「あっ、も

う言葉に出ちゃった」！ 

  学校長  栗原 公明 

 

  



2016年 9月 9日（金）  

最後まであきらめない姿勢 

   

 今日は期末試験の最終日。台風一過、気持ちもすっきり！といきたいところですね。

校内を回っていると、３年生のフロアでは学活後生徒たちの流れが東階段に向かって

いました。なにやら不思議な現象だなと思いながら、私も行ってみると、数学科が階

段の踊り場に掲示しているワンポイント・レッスンの前が、写真のように人だかり。そう

いえば、１時間目は数学の時間、最後まであきらめない姿勢と受け取ることにしまし

た。 

 そして、また３年のフロアに戻ると、廊下で数学の先生に質問している生徒たち。こ

のような最後まであきらめない気持ちで試験最終日、頑張ってください。 

 ３年生は試験終了後、卒業アルバムに載せる部活動の写真撮影が行われる予定

です。 

   学校長  栗原 公明 

  



2016年 9月 8日（木）  

小学生と給食を一緒に食べました！ 

     

 昨日、中川小学校の給食の時間に、教員３名と出かけ、楽しいひと時を過ごしてき

ました。小学校と中学校との連携は、お互いに授業を参観したり、小学生が授業や部

活動を見学するなど積極的に進めているところです。 

 今回は、定期試験を利用して、教員が給食の時間に伺い、配膳のお手伝い、そして

一緒に給食を食べて、昼休み、清掃を一緒にして学校に戻りました。小学校の子ども

たちの生活を理解することで、小中学校の距離がさらに縮まった感じがします。 

 私も同行し、今回は私を含めた４人が、１年１組～４組の子どもたちと食事をしまし

た。この日は、子どもたちの人気メニューのソース焼きそば、そして季節のくだものと

して甘い梨が添えられていました。子どもたちからは、牛乳パックのたたみ方、ロール

パンとストローのビニール袋のまとめ方のていねいな指導を受け、なかなかうまくでき

ない私に対して本当に親切に丁寧に教えてもらいました。どうもありがとうございまし

た。 

 小さな机といすに座り、改めて大きくなった自分を感じました（この年になって、ちょっ

と変な表現ですが・・・・） 

  学校長  栗原 公明 

  



2016年 9月 7日（水）  

前期期末試験が始まりました 

    

 今日から前期期末試験が始まりました。登校時は雨もほとんど降っていない状態

で、よかったです。廊下は台風の影響でものすごく蒸し暑いですが、教室内はエアコ

ンのおかげで快適です。試験では、学習してきた成果を存分に発揮し、センター北駅

上空にかかるような心の暗雲を吹き飛ばして、教室内のようなさわやかな気持ちで、

帰宅できますうように祈っています。 

 さて、台風１３号が関東地方に接近する予報が出され、明日以降の試験が心配で

す。本日、台風接近にともなう期末試験への対応について、お知らせを保護者の皆様

にお配りしますので、ご確認ください。 

  

  学校長  栗原 公明 

  



2016年 9月 5日（月）  

９組特製カレンダー＆なかちゅうぎゃらりーの紹介！ 

      

 ９月の第２週目に入りました。中学校では、今週半ばから前期期末試験が始まりま

す。 ちょっと、遅れましたが、毎月初めにホームページに掲載している９組特製カレ

ンダーと本校技術員さんが月ごとに展示している本校の隠れた人気スポット”なかち

ゅうぎゃらりー”を紹介します。 

 ９組特性カレンダーは、季節感あふれる草花や食べ物などが紹介され、楽しませて

もらっています。今月は、秋の味覚で最近高級魚化してきた秋刀魚と秋の夜長のＢＧ

Ｍを担当する虫たちがデザインされています。今夜は秋刀魚にしてもらおうかな。 

 さて、”なかちゅうぎゃらりー”は、９月１日の防災の日にちなんで、２０１１年３月１１

日に発生した地震翌日の横浜駅西口ダイエー（当時）付近のひび割れた歩道です。

地震による生々しい被害が伝わってくる写真です。今回の台風１２号は、台風が上陸

したことのない地域に上陸し、戸惑うことも多く、尊い命が失われました。日ごろから

の意識の持ち方、訓練のあり方の大切さを改めて痛感しました。完全な防災は無理

だと思いますが、減災は意識の持ち方、日ごろの訓練によって、いくらでも改善できま

す。避難訓練でも話をしたように、中川中の生徒が静かに迅速に避難して点呼ができ

る現状も「減災」の一つだと思います。 

 昨日から、試験のため部活動の活動はありません。今週は、思いっきり勉強に打ち

込んでください。 

    

  学校長  栗原 公明   



2016年 9月 2日（金）  

図書室の時事コーナーもオリンピックでいっぱい！ 

    

 図書室前の廊下に掲示されている新聞記事の特集コーナーは、夏休み明けはオリ

ンピック一色！日本選手の活躍はすばらしく、毎日メダルの話題がニュースに流れて

いましたね。世の中の話題の出来事などが、いち早く紹介されていますので、図書室

を利用する際にはご覧になってください。 

 秋の夜長にじっくりと本を読むのはいかがですか。図書室には、新刊が揃えられ、

魅力ある本がいっぱいあります。 

 夏休み明けの授業が始まり週末を迎えます。担任との教育相談も今日が最終日と

なりました。来週の水曜日からは、前期期末試験が始まります。しっかり勉強してくだ

さいね。 

  

  学校長  栗原 公明 

 

     

 

  



2016年 9月 1日（木）  

なか中写真部ギャラリー紹介！ 

  

 季節ごとにすてきな写真を職員室前の壁面に展示している『なか中写真部ギャラリ

ー』を紹介します。いつも来校者の方々や生徒・保護者・教職員の気持ちを和ませ楽

しませてもらっている写真部の作品が、今回も夏休み明けの職員室前壁面に展示さ

れています。 

 今回の写真は、ホームページでもご紹介しましたが、８月１日～３日に都筑区公会

堂のギャラリーで行った写真展の作品の数々です。 

 また、写真部の作品は、以前にお知らせしましたが、東急ギャラリーバスにも現在

掲出され、バスをご利用されている皆様からご好評をいただいております。 

  学校長  栗原 公明 

 


