
2016年 10月 31日（月）  

2016年 10月 31日  

茶道部のお茶席 ～中川コミュニティハウスの文化祭～ 

   

 １０月２９日（土）、３０日（日）に、本校校舎と併設されている中川中学校コミュニティハウスの文

化祭が行われました。 

 この文化祭では、本校の茶道部が毎年お茶席を開催し、日頃の部活動で学び練習を重ねてき

た成果をご披露させていただいております。私がお茶席に伺ったときには、ちょうど１年生のお点

前が始まる席でした。中学校ではじめて習った茶道でしたが、すべての所作に凛とした姿勢で臨

み、茶室がほどよい緊張感に包まれ、おいしいお茶をいただきました。そして、会場となった和室

をみごとな茶室に変えたのは、今回紹介した生徒たちの凛とした姿勢と顧問による掛け軸に書か

れた書、そして掛け軸左に置かれたお花。ふだんは、コミハの施設の一つに過ぎない部屋が、わ

び・さびの世界を演出する茶室となりました。 

 また、３０日はゲームコーナーのお手伝いとして、生徒４名にボランティアとして参加していただき

ました。ありがとうございました。 

  学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2656,html


2016年 10月 27日（金）  

2016年 10月 31日  

ＳＥＰＲＯが（Super English  Program）行われています 

   

 今月の２５日、２６日、２８日、３１日の４日間の日程で、「ＳＥＰＲＯ」が行われています。毎年本校

で実施し、昨年もホームページでも紹介しましたが、他校のＡＥＴ（英語講師）が来校して、英語の

みで授業を行います。左の写真ではわかりづらいのですが、１クラス６グループをつくり、グループ

ごとにＡＥＴが入ります。決められた時間の中でＡＥＴと会話を行い、時間がきたらＡＥＴが次のグル

ープに移動して、同様のことを６回行います。教室は英語だけで、日本語はありません。生徒たち

は、物怖じすることなく、とても楽しそうに会話をしていました。私の中学校時代では、考えられな

いことです。 

 実は、授業が始まる前に、ＡＥＴの控え室にドキドキしながら挨拶にいきました。控え室に入った

だけ部屋の雰囲気に飲まれ、自己紹介をしたまではよかったのですが、「よろしく」の言葉が思い

浮かばず、「I speak English very little. I'm sorry.」と言って、すごすごと部屋を出ようとしたら、「よろ

しくね！」と声をかけられました。私の英語力はこんなものです。 

 今日の記事とは関係ないのですが、肌寒かったので、昨日の初冠雪の富士山の写真を掲載し

ました。 

   

 さて、昨日から３年生は、進路に向けた個人面談を午後行っています。あわせて、間があきまし

たが、修学旅行の写真の注文を受け付けております。面談後に親子で図書室に立ち寄り、修学旅

行のことをお話しているほのぼのとした感じがとてもすてきでした。 

  学校長  栗原 公明 

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2653,html


2016年 10月 26日（木）  

2016年 10月 27日  

科学部の展示・発表に多数の来場者！ 

 科学部の展示・発表が最終日を迎えました。会場となっている理科室に行くと、見学に来た生徒

たちでいっぱいでした。第一理科室では、１年生と副部長が作成した『スーパースイカマン』とうゲ

ームの体験コーナー、スライムつくりコーナー、炎色反応・誘導コイルの実験コーナー、空気砲の

展示コーナー、ピタゴラスイッチコーナーがあり、興味深いわくわくするようなブースばかりでした。 

    

   

 そして、第２理科室では、昨年も大好評でした「プロジェクションマッピング」。科学部のパンフレッ

トには、「昨年に続き今年もあの企画が登場！今年もテーマ曲の「旅人」にあわせて作りました。

今年は、Power Pointではなく、Aviutl という本格的な動画作成ソフトを駆使し、最高傑作を作り上

げました。 

タイトルは、『History Traveler ～７０年の夢～』 

７０年の思いをこのプロジェクションマッピングに込めたつもりです。ぜひご覧ください」というメッセ

ージがありました。それでは、動画ではお伝えできなくて大変申し訳ありませんが、写真ですてき

なデザインをお楽しみください。 

   

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2652,44,191,html


   

   

  学校長  栗原 公明 

 

  



2016年 10月 25日（水）  

2016年 10月 26日  

全校生徒・保護者対象の情報モラル講習会 

 

    

 本日５・６校時、ＬＩＮＥ（株）の方を講師にお招きして、生徒・保護者を対象とした情報モラル講習

会を行いました。『インターネットを使うときに気をつけること、考えること』というテーマでお話をい

ていただき、生徒たちに考えさせ、時には発表させて、有意義な講習会となりました。ＳＮＳの使用

による友人関係のトラブルは、社会的な問題となっており、本校でも正しい使い方について、継続

的に指導しているところです。  

 講師が「ＬＩＮＥを使っている人は手を挙げて」と問いかけると、７割以上の生徒が挙手していたと

思われます。コミュニケーションは、”キャッチボール”であり、”ドッヂボール”ではない。相手のこと

を考えながら、どのように伝えたらよいのかが、コミュニケーション力であるとの話がありました。 

 講師の問いかけのなかで、次の５択の中で、「イヤだと思う言葉は？」というのがありました。「ま

じめだね」「おとなしいね」「一生懸命だね」「個性的だね」「マイペースだね」の５つの中で、１年生

は「マイペースだね」、２年生は「個性的だね」、３年生は「おとなしいね」ということばに分かれたの

は、興味深かったです。 

 最後に、もと生活委員会委員長の３年生が、お礼のことばを述べ、講習会が終わりました。相手

がどう感じるかを想像する力、これがコミュニケーションの基本ですね。 

  学校長  栗原 公明 

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2651,44,191,html


2016年 10月 25日（火）  

2016年 10月 25日  

「いじめのない子ども社会」をめざして 

  

 生徒会本部が、写真のようなポスターを校内に掲示しています。このスローガンは、全市立学校

の子どもたちが、「いじめ」を自らの問題として受け止め、だれもが安心して生活できる「いじめの

ない子ども社会」をめざして、横浜子ども会議で話し合いを行いました。 

 この会議は中学校ブロックで行い、中川中学校ブロック（中川中・中川小・牛久保小・南山田小）

では、中学生がリードして、「いじめ」について話し合いました。朝会では、生徒会長から「だれもが

安心して楽しく生活できるように、周りの人に流されず信頼される自分を意識してください」といメッ

セージがありました。 

 目先の結果のみにとらわれず、文化祭の合唱コンクールのように、気持ちを合わせて合唱曲を

みんなで作り上げていく過程を楽しむ中で、集団の一員としての自分の存在を確かめ、自らを高

めてきた中川中の生徒のみなさん、周りの人に流されないで、信頼される自分になってください！ 

  学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2650,html


2016年 10月 24日（月）  

2016年 10月 24日  

科学部の展示はまだ続きます そして読書週間へ 

   

 先週の文化祭は、生徒たちの気持ちがこめられたすばらしい合唱とみんなで楽しみ盛り上げよう

とする気持ちで、とてもすばらしい文化祭になりました。 

 今日の１時間目の学活では、各クラスで文化祭の振り返りを行いました。文化祭はステージ部

門、展示部門は先週で終わりましたが、科学部は会場の都合で今週も昼休みに実験・展示を行い

ます。２４日（月）・２５日（火）・２７日（木）の昼休みの限られた時間になります。校内掲示板には、

科学部特製のポスターが掲示されています。 

 さて、文化祭が終わり、今週半ばからは、読書週間。図書委員会が作成したポスターが校内に

掲示されています。「文化の秋」、真っ盛りですね。 

  学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2649,44,191,html


2016年 10月 21日（金）  

2016年 10月 21日  

文化祭２日目＆展示部門紹介 

 今日は２日目。気持ちが歌に込められたすばらしい合唱が、会場の皆さんに大きな感動をあた

えた昨日の文化祭を「静」とすると、今日はみんなで盛りあげ楽しむ「動」となる文化祭。今日は、

オープニングの吹奏楽部の演奏から、会場が熱気に包まれました。 

 今日も昨日同様、多くの写真で文化祭の雰囲気をお伝えしたいと思います。 

◆吹奏楽部の演奏 

 宝物を探すストーリーをすてきな演奏でつづる楽しいステージでした。 

   

◆英語科スピーチ 

  

◆演劇部 

『想い想われ』 運命の人はどこにいるの？ ある時絵本の中に入ってしまった優希は、絵本の中

の男の子に恋して・・・・ 

   

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2644,44,191,html


◆９組  「和太鼓」 力強い太鼓の音が体育館に響きました。 

   

◆ＥＳＳ部  『CAMPROCK』   

  映画『CAMPROCK』を題材とした舞台。ステージの最後まで、生徒たちのエネルギッシュなすば

らしいパフォーマンスが続きました。 

   

◆文化祭実行委員企画 

 文化祭実行委員が企画したストーリーのなかで、様々なジャンルに渡って、ステージ発表があり

ました。 

   

   

   

◆閉祭セレモニー  

 《合唱関係》 



 音楽科より昨日の合唱コンクールの講評が行われ、その後は、待ちに待った結果発表、表彰と

なりました。 

        最優秀賞    優秀賞 

  １年     １組       ５組 

  ２年     ７組       ６組 

  ３年     ７組       ３組 

表彰後、最優秀賞となった３年７組が合唱を披露しました。 

   

《実行委員による劇＆文化祭スライドショー》 

   

   

 

 

 

 



◆展示部門紹介 

 美術部、科学部、英文書道部、写真部、国語科、美術科、２年英語科 

９組、３学年 

   

   

 最後は創立７０周年となる本校にちなんで、木造校舎の映像や文化祭に向けたクラスの練習の

ようすがスライドとなって写し出されていました。そして、文化祭実行委員会の役員の生徒たちが

一人ひとり、自分の思いを全校生徒に伝え、閉祭宣言により、第４９回文化祭が幕を下ろしまし

た。 

 最後になりましたが、文化祭運営のお手伝いをＰＴＡ役員・委員の皆様にしていただき、本当に

助かりました。また、２日間をとおして、延べ１０２９名の保護者の皆様のご来校をいただき、生徒

たちの大きな励みとなりました。ありがとうございました。 

  学校長  栗原 公明 

  

  

  

 

  



2016年 10月 20日（木）  

2016年 10月 20日  

文化祭１日目 

今日から２日間の予定で文化祭が始まりました。今日は、写真を多めに掲載しますので、文化祭

の雰囲気を感じとってください。 

◆文化祭会場の体育館 

  各クラス、発表団体の星型のメッセージカードがいっぱい！ 

   

◆開祭セレモニー 

  開祭宣言、文化祭実行委員長の話、参加団体ＰＲなど 

   

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2642,44,191,html


◆１年合唱 

 【学年課題曲】 「カリブ夢の旅」 

 

【クラス自由曲】 

  ７組 「未来へ」     

  ６組 「旅立ちの時 ～Asian Dream Songs」 

  ２組 「瑠璃色の地球」 

  １組 「希望という名の花を」 

  ４組 「大切なもの」 

  ５組 「行き先」 

  ３組 「花は咲く」 

   

   

  《お詫び》 １クラスが撮影ができませんでした。申し訳ございません。 

  



◆２年合唱 

 【学年課題曲】 「時を越えて」 

 

  

【クラス自由曲】 

 ６組 「翔る川よ」 

 １組 「君と見た海」 

 ２組 「ＨＥＩＷＡの鐘」 

 ７組 「未来」 

 ５組 「あなたへ ～旅立ちに寄せるメッセージ～」 

 ３組 「空駆ける天馬」 

 ４組 「虹」 

    

   

 



◆３年合唱 

 【学年課題曲】 「歌え 歌え！」 

 総勢３００名あまりの大合唱。これほどの大合唱は、中川では今後見られないかもしれません。

３年生の合唱はすばらしく、涙が出そうなくらい感動しました。 

  

 【クラス自由曲】 

 ４組 「大地の歌」 

 ７組 「二十億光年の孤独」 

 ３組 「信じる」 

 １組 「言葉にすれば」 

 ６組 「ひとつの朝」 

 ２組 「証」 

 ５組 「ヒカリ」 

 ８組 「友 ～旅立ちの朝～」  

   

   



 

  《お詫び》 １クラスが撮影ができませんでした。申し訳ございません。  

  それぞれの学年の成長を強く感じさせられた合唱コンクール。先輩たちの合唱を聞いた感動を

自分たちの合唱に生かし、そして後輩たちに伝えた合唱コンクール。３年生の合唱はとにかく圧巻

でした。指揮者の最初の挨拶にあった「異次元の合唱」、まさにそのものでした。 

  学校長  栗原 公明 

  

    

   

  

   

 

  



2016年 10月 19日（水）  

2016年 10月 19日  

明日は文化祭！ 

   

 明日から２日間の日程で、文化祭が行われます。１日目は、合唱コンクール。午前中が１・２年

生、そして午後が３年生になります。これまで、学校日記で合唱の取組をご紹介してきましたが、

いよいよ明日が本番になります。とっても楽しみです！ 

 今日は午後から会場となる体育館で、担当の生徒たちによる準備が行われました。畳を並べて

のステージづくり、体育館周辺の清掃活動、そして２日目の発表団体によるリハーサルなど、盛り

だくさんの活動が組まれていましたが、生徒たちはテキパキと活動し、スムーズに準備が進められ

ました。ありがとうございます。 

 『DREAM of 70』 明日は、体育館が夢の世界に！ 

  ※ミッキーはいませんが、キッミーはいます（私の名前は、きみあきです････大変失礼しました） 

   学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2640,44,191,html


2016年 10月 18日（火）  

2016年 10月 18日  

初めての文化祭への意気込み 

   

 昨日の６校時、１年生の２回目の学年リハーサルが行われました。私は出張のため残念ながら

聞くことができませんでした。学年の職員から聞いたリハーサルの様子をお伝えします。 

 「各クラスの発表は本番さながらの緊張感で、どのクラスも１年生らしく、さわやかなすばらしい合

唱でした。あと２日間の練習で、しっかりと仕上げ、会場の皆さんを感動させる合唱になると確信し

ています。合唱もさることながら、各クラスの鑑賞態度や合唱隊形への移動も速やかで大変立派

でした。学年合唱の隊形に２５０名ほどの生徒たちが移動する際にも、前回よりも断然早くはり、３

分かからないで整列ができました。文化祭初日の１年生の合唱が本当に楽しみです」 

 私は実際に見ていなかったのですが、わくわくしてきますね。右の写真は、１年生のクラスに掲

示されていた合唱コンクールに向けたメッセージです。そこには、「ベストを尽くす」「団結力」「一生

懸命」「努力」などのことばが書かれていました。 

  学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2639,44,191,html


2016年 10月 17日（月）  

巨大モンスターボール出現！？ 

    

 いよいよ文化祭が今週行われます。今日の『中川の時間』では、文化祭のプログラムが生徒に

配られ製本しました。また、６校時には、１年生の２回目の学年リハーサルが予定されています。

学校全体の合唱練習ですが、先日の縦割り合唱練習が大きな刺激となり、生徒たちの歌声も一

段と磨きがかかり、レベルアップしているようです。 

 さて、今年も校舎北側のプール跡地に、技術員さんによるオブジェが誕生しました。定期的に草

刈をしていますが、今回は文化祭にあわせての芸術作品！？になりました。今年流行している『ポ

ケモンＧＯ』にちなんだモンスターボールです。参考までにご紹介すると、昨年度は「スマイル」の

デザインでした（昨年１０月の学校の日記をご覧ください）。 

 文化祭では、２２クラスのすてきな合唱、そして、文化部、学年、教科、有志など盛りだくさんの発

表が予定されています。中川中でも『ポケモンＧＯ』に負けないくらい、たくさんのすばらしい発表を

ゲットできます！！ 

  学校長  栗原 公明 

  



2016年 10月 14日（金）  

２年生の職場体験に向けて 

    

 合唱コンクールに向けて生徒たちが一生懸命に頑張っている様子は、この学校日記でも連日お

伝えしてきましたが、合唱練習を終えた２年生は、放課後職場体験に向けた取組も行っています。 

 １１月７日・８日の２日間の予定で、近隣の事業所をはじめとして、多くの事業者の方々のご協力

をいただき、職場体験を行います。そこで今週は、自分がお世話になる事業所に生徒自身が連絡

をとり、事前打合せ等の確認を行っています。生徒たちがとても緊張している様子が、このように

写真をとっていても伝わってきました。今回は残念ながら担当者が不在ということで、再度かけ直

すことになったそうです。決死の覚悟で（ちょっと大げさでした････）かけたのに、今日伝えられなか

った残念感が、彼の背中に感じました。 

 中央の写真は、PTA本部が生徒を受け入れていただいている事業所に感謝の気持ちをこめて

作ったカードです。近隣の施設や店頭で、このカードを見かけましたら、中川中の生徒が職場体験

を行っています。ぜひ、激励のお声をかけてください。 

 今週は秋晴れの青空を期待していたのですが残念ながら曇りの日が多く、青空がきれいだった

１０月１２日の朝の写真を掲載しました。 

  学校長  栗原 公明 

  



2016年 10月 13日（木）  

縦割合唱 ～Part2～ 

    

 昨日に引き続き、縦割合唱が行われました。今日は全校の残り半分、１１クラスの合唱がでし

た。これで、２２クラス全部のクラスがステージでの練習を終え、１週間後に迫った合唱コンクール

に向け、ラストスパート。グループごとの発表が終わるたび、音楽科教員が１クラス１クラスにアド

バイスを行うと、生徒たちも熱心に真剣に耳を傾け、クラス合唱にさらに磨きがかかってくることと

思います。 

 今日は出張があり、中川保育園あたりを通っていたら、校舎から生徒たちの合唱練習の歌声が

聞こえてきました。一生懸命歌っているんだなあと感激しました。 

 合唱のステージには、生徒会スローガン『中川 histry ～70年の想いを繋ごう～』が掲げられて

います。先輩たちが歌う姿を見てきた３年生たちが合唱の伝統を引き継ぎ、そして下級生に自分

たちの頑張っている姿を見せている練習風景、「伝統」と「挑戦」、まさに『histry』がぴったり！ 

  学校長  栗原 公明 

  



2016年 10月 12日（水）  

縦割合唱 ～Part1～ 

   

    

 今日は縦割合唱が行われました。１年・２年・３年のクラスで、３～４クラス編成のグループを６つ

つくり、そのグループ内で３分間の持ち時間で合唱を行います。実際に本番同様の動きでステー

ジに上がり歌います。来週の合唱コンクールに向けた仕上がりをチェックするとともに、他の学年

の合唱を聞き、自分たちの練習のモチベーションをあげていたようです。 

 今日は全校の半分のクラス１１クラスがステージにあがりました。初めての合唱コンクールでしか

も今回が初めてのステージの１年生は、気持ちも上がって緊張していた様子でした。学年が上が

ってくると、体も大きくなり声量も豊かに、そして変声期を終えた男子の声は落ち着いた力強い声と

なり、クラス全体が迫力ある合唱となりました。生徒たちの成長を感じた縦割練習でした。 

 どのクラスも、歌う生徒たちの気持ちがこめられたすばらしい合唱でした。特に３年生の合唱は

どのクラスもすばらしかったです。 

  学校長  栗原 公明 

  



2016年 10月 11日（火）  

後期始業式＆児童生徒交流日 

   

 今日から後期が始まりました。昨日から涼しくなりましたが、セ・リーグのＤｅＮＡ対巨人戦は熱い

試合でしたね。今年１回も盗塁を失敗したことのない選手が牽制でアウトとなり、今年５本しかヒッ

トを打っていない選手が試合を決めました。 

 さて、今日は生徒登校後、全校生徒が体育館に集まり、後期始業式、生徒会本部役員及び後期

専門委員の認証式を行いました。平成２８年度も折り返しとなり、４月に生徒のみなさん自身が考

えた目標はどうですか。今日をまた一区切りとして、年度末に成長した自分の姿を描いて、頑張っ

てください。 

 今日はいろいろな生徒の活動がありましたので、昨日の野球の試合同様、延長戦にはいりま

す。 

児童生徒交流日① ～３年生の学年合唱の取組を見学～ 

   

 ５校時は３年生の学年リハーサル。先週お伝えしてきたように、１・２年生の学年合唱は、とても

すばらしい合唱でした。いよいよ今日は３年生の合唱。「異次元の合唱」「１・２年生にぐうの音もだ

させない合唱」をめざしているとの声も聞こえてきます。今回は、中川小・南山田小・牛久保小の６

年生が来校し、３年生が合唱隊形に移動するところから全体合唱までをみてもらいました。総勢３

００名あまりの生徒の合唱はやはり圧巻でした。でも、まだまだ伸びしろは十分にありそうです。３

００名で合唱する機会は、ほとんどありませんので、楽しみにしています。 

  



児童生徒交流日② ～生徒会本部による学校紹介～ 

   

 ３年生が退場した後は、生徒会本部役員よる中川中学校の紹介が行われました。中学校の１日

の流れや年間行事、部活動や委員会の活動などをまとめた本部作成のリーフレットを小学生の皆

さんに配り、クイズを出したり、体育祭・文化祭の映像を入れながらわかりやすく説明を行いまし

た。 

 全体会が終わった後、各小学校の代表児童と本校生徒会本部役員との会議を行いました。昨

年この会議で決めた『つくろうよ みんなであいさつ 地域の輪』のスローガンのもと、あいさつがど

のように行われているのか、そしてどんな取組がなされているのか、中学生が中心となって話し合

いを行いました。 

 今日のブログは長くなってしまいましたが、お読みいただきありがとうございました。後期もよろし

くお願いいたします。 

  学校長  栗原 公明 

  



2016年 10月 7日（金）  

前期終業式 

    

 今日の１・２校時は、３年生全員が英検を実施しました。これは横浜市が進めている教育政策の

一つとして、国際社会で活躍するためのコミュニケーション能力の育成を目的に、小学校２８校、

全中学校・義務教育学校・高校で実施されているものです。生徒各自が希望する級を受検しまし

た。 

 そして、今日は前期の終業式。校長講話、生徒会本部役員の話、よこはまこども会議の報告、

表彰など、盛りだくさんの内容でしたが、速やかに整列完了でき、時間どおりに行うことができまし

た。生徒会本部役員からは、前期のまとめと後期に向けた意気込みとして「やりきったという気持

ちを得られるようにしていきたい」という頼もしいメッセージがありました。 

 また、生徒会長からは、夏に行われたよこはまこども会議で話し合われたことの報告がありまし

た。学区小中学校４校の代表児童・生徒たちで、「いじめ」をなくすにはどうしたらよいのかについ

て話し合い、スローガンを決めました。 

 ◆スローガン 「周りの人に流されないで、信頼される自分になろう！」 

   学校長  栗原 公明 

  



2016年 10月 6日（木）  

学年リハーサルが始まりました 

  

  

 クラスの合唱練習は日を追うごとに熱が入り、校舎に響く歌声も次第に大きく美しいハーモニー

となってきました。昨日から、学年リハーサルが始まりました。各学年２回計画されています。１回

目は、課題曲の学年合唱です。上の写真が１年生、下が２年生です。 

 昨日は２年生の学年リハーサル。課題曲は、『時を越えて』。合唱もすばらしかったけれど、話を

聞く姿勢や合唱隊形への移動等、しっかりと取組み、よかったです。特に再度合唱隊形に並ぶと

きに、教員が「あわてず、静かに、３分以内」という指示をだしましたが、何と２分１５秒で合唱隊形

になりました。生徒たちの成長を肌で感じることができ、嬉しかったです。 

 そして、今日は１年生の学年リハーサル。課題曲は、『カリブ 夢の旅』。初めての合唱コンクー

ルなので、見通しがつかない中でのリハーサルでしたが、昨日同様本当に頑張っていました。教

員のアドバイスを受けると、短時間でものすごくうまくなり、気持ちをこめて意識を高めて歌うこと

で、感動的な合唱になってきました。 

 １・２年生の合唱は、これからがとても楽しみです！来週は、いよいよ３年生の学年リハーサル。

３００名あまりの生徒の学年合唱も大いに楽しみです。 

  学校長  栗原 公明 

  



2016年 10月 5日（水）  

２つの配達弁当 

  

  

 横浜市が行う配達弁当「ハマ弁」が、１０月から本校でも実施となりました。家庭からのお弁当と

あわせて、当日でも注文できる従来の業者弁当、そして今回の「ハマ弁」の２つの配達弁当が、生

徒たちに昼食を提供します。 

 それぞれの配達弁当のよさをうまく利用して、昼食をとってください。写真のようにＢ棟にそれぞ

れの業者が準備をして待っています。 

  学校長  栗原 公明 

  



2016年 10月 4日（火）  

毎度おなじみ月始めの 

”９組カレンダ”ー＆”なかちゅうぎゃらりー”の紹介！ 

  

 １０月になりましたが、気温が高い日が多く、各地で真夏日となっているところもあるようです。毎

月始めは、皆さまにご好評をいただいております、９組特製の”カレンダー”と本校技術員さんが今

までに撮影してきた写真の”なかちゅうぎゃらりー”の紹介です。 

 ９組のカレンダーのデザインは、秋の味覚のきのこに「文化祭」の大きな文字。今月２０日（木）・

２１日（金）に行われる本校の文化祭にぴったり！ 

 そして、技術員さんの今月の写真は、食欲の秋にちなんで、沖縄料理の「うみくじの天ぷら（紅い

もを利用した沖縄の郷土料理）」。とっても美味しいとのことです。 

すてきな写真といろいろな話題が提供され、毎月とても楽しみです。 

  学校長  栗原 公明 

  



2016年 10月 3日（月）  

地域清掃ありがとうございます！ 

   

  

 毎月最初の日曜日、夏みかん公園及び周辺緑道において、牛久保東自治会の地域清掃が行

われています。昨年からの地域交流活動の一環として、部活動の練習前に不定期ですが生徒が

清掃活動に参加しています。８月はサッカー部の生徒たち、そして、昨日は女子バスケットボール

部の生徒たちが、地域の方たちと清掃活動を行いました。落葉が始まり、あっという間にごみ袋が

いっぱいになっていきました。 

 １１月、１２月は落ち葉がたくさん出るので、多くの生徒の皆さんが来てくれると助かるんだけどな

あと、地域の皆さんがお話をしていました。 

 １０月１日（土）、西公会堂において、神奈川県中学校英語スピーチコンテストが行われました。

夏休みに行われた地区予選から選ばれた生徒たち４０名が出場しました。本校からは、横浜地区

予選で優秀な成績を収めた３年生が、横浜地区代表生徒の一人として出場し、大変立派なスピー

チを行いました。夏に聞いたスピーチよりもさらにすばらしいスピーチでした。 

  学校長  栗原 公明 

 


