
2016年 11月 30日（水）  

職場体験のレポートが掲示されています 

   

 ２年生のフロアには、１１月７日・８日に行われた職場体験の事後学習として行った

レポートが掲示されています。生徒一人ひとりが体験したことをイラストなどを交えて、

わかりやすくまとめています。２日間という短い期間でしたが、一人ひとりのレポート

からは、たくさんのことを学んだ貴重な職場体験であったことが伝わってきました。生

徒たちは、お世話になった事業所へのお礼状を書き、送るところです。 

ふれあいフェスタのお知らせ 

 

 今週末、１２月３日（土）、１２時４０分開場、１３時開会の予定で、本校体育館を会場

として、『ふれあいフェスタ』を開催します。中川中学校区の小中学校の代表児童・生

徒が参加し、昨年度もたくさんの方にご来場いただきました。多くの方のご来場をお

待ちしております。 

   学校長  栗原 公明 

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2714,html


2016年 11月 29日（火）  

なか中版『枕草子』（２年生徒作品）より 

 

 校長室前の通路も落ち葉がいっぱい。陸上部が練習している中で、見学している生

徒と教員が落ち葉掃きをしていました。ありがとうございます。以前、学校だよりでもご

紹介したことがありますが、２年生のフロアに続く階段の踊り場に、私流の『枕草子』

の作品が掲示されています。そこに、今の季節にぴったりな冬の表現が書かれた作

品がありましたので、ご紹介します。 

 春は桜、夏は新緑、秋は紅葉と続き、 

「冬は枯れ葉。葉が下にどんどん落ちていく様子、枝に葉がついていない様子は寂し

さを感じる。それとともに、１年の終わりが近づいていることを教えられるような気もし

て、１年のまとめが始まる」 

明後日から、１２月。今年もあと１か月となり、落ち葉同様、カレンダーも残すところあ

と１枚。ここにも、１年の終わりを感じます。 

  学校長  栗原 公明 

  



2016年 11月 28日（月）  

思わず行ってみたくなる図書室！  

          エアコン工事も終わり、さらに快適に！ 

  

 校内掲示板に、図書室からのお知らせがありました。ハリーポッターシリーズの新

刊『ハリーポッターと呪いの子』が１１月３０日から貸し出し開始のニュース。つい最近

話題になっていた本ですが、もう図書室から貸し出しとなるんですね。また、右の本

は、英文で書かれた伝記の数々です。ここにも、今年のノーベル文学賞受賞者のボ

ブ・ディランの本が置かれています。 

 図書室、調理室、理科室、美術室の特別教室のエアコン設置工事が終了し、先週

末から快適に使用できます。これまで、夏は扇風機で暑さをしのいでいた図書室でし

たが、年間を通して快適な環境で読書に親しむことができます。生徒のみなさん、快

適な図書室で、たくさん本を読んでくださいね。 

  学校長  栗原 公明 

  



2016年 11月 25日（金 ） １年生キャリア教育 ～職業

インタビュー～ 

  ←廊下壁面に掲示されたレポート 

   ↓ 本日の「職業インタビュー」クラス代表発表会 

   

   

  

 １１月上旬に２年生が職場体験を行いましたが、１年生の時には、キャリア教育の一

環として、身近な人に職業インタビューを行い、「働く」ということについて学びます。１

年生のフロアには、生徒各自がインタビューした内容をまとめたレポートが掲示され

ています。 そして今日は、各クラスから選ばれた代表生徒が、学年集会で発表をし

ました。代表生徒は、自分に関連したスライドをバックに、仕事の内容や特徴、仕事を

やっていてよかったと思うことやつらいと思うこと、自分たち中学生が今からやっておく

とよいことなどについて、とてもわかりやすく堂々と発表していました。 本日紹介され

た職業は、パイロット、美容師、パン屋、獣医師、日本語教師、ピアノ講師、経営コン

サルタントでした。 

  学校長  栗原 公明 



2016年 11月 24日（木 ）  

 つづきウォーク＆フェスタ 

   

 今日は真冬の気温で朝から雪となりました。ニュースで、「５４年ぶりの積雪」という

言葉を何度聞いたかと思うほどの話題となりました。前回の積雪については、私が４

才の時なので、まったく記憶にありません。でも子どもの頃は、今よりも雪が積もった

ことがあった気がします。中川中学校周辺は坂が多く、滑りやすいところもあるので生

徒の登下校が心配しましたが、大丈夫のようでした。 

 さて、昨日は今日の雪を呼び込むかのようなとても寒い１日でしたが、センター南の

広場で、『つづきウォーク＆フェスタ』が行われました。毎年行われている都筑区の行

事で、港北ニュータウンの緑道を歩き、そして広場では、区内中学校の吹奏楽部が演

奏を行います。広場では、冷たい北風に楽譜や譜面台が飛ばされながらも、本校吹

奏楽部の生徒がすばらしい演奏を披露しました。クリスマスソングで演奏がスタート！

１か月後はもうクリスマスなんですね。そして、最後は中川中学校吹奏楽部の十八

番、『ルパン３世のテーマ』で演奏が終わりました。 

 また吹奏楽部のほかに、運営ボランティアとして５名の生徒が参加し、活躍しまし

た。生徒のみなさん、寒い中、本当にありがとうございました。 

  学校長  栗原 公明 

  



平成 28年 11月 22日（火）  

全体朝会 

 

 １２月４日から１２月１０日までは、人権週間です。１９４８年の１２月１０日の第３回国

際連合総会で「世界人権宣言」（正式名称：人権に関する世界宣言）が採択をされた

この１２月１０日を「世界人権デー」とし、日本でも毎年この日を最終日とした前１週間

を人権週間と定めています。この「世界人権宣言」をもとに、さまざまな人権にかかわ

る条約が批准されています。 

本校でも人権教育推進計画に基づき、様々な場面で「誰もが、安心して、豊かに生活

できる」ことを目指し人権教育を推進しています。６月には、人権作文に全校で取り組

み、さまざまな人権についての課題について、一人ひとりが考える機会を持ちました。

その時に書かれた作文は、校内選考を経て１０編を代表作品（校内入選作品）として

横浜市の人権作文コンテストに応募しました。その結果、その中の３年生の作品「な

っちゃんが気付かせてくれたもの」が入選となりましたが、本日の朝会では、その入選

作品を読んでもらいました。「障がい者、健常者という言葉自体に壁を作った考え方

があるのではないか」「お互いに苦手なことは助け合い、共存しあえる社会を目指した

い」といった内容が発表されました。その後、人権教育推進担当の先生から、今朝早

く起こった福島県沖での地震の話題から、最近、震災避難を余儀なくされたった生徒

に対しての著しい人権侵害、悲しいできごと、許されざる事態があったとの話がありま

した。いじめはあきらかに「人権侵害」です。身の周りで発生しうる「いじめ」や「人権侵

害」根絶のために、一人ひとりが次の３つのことを心がけてほしいと話されました。 

 １．イメージ（想像）をすること 

 ２．様々な自分以外の人を認めること 

 ３．みんなで声をかけあうこと（困ったことがあったら声を発すること） 

そして、今日からできること「ありがとう」「ごめんなさい」を習慣のように口に出すこと

を心がけていけば、みんなの周りがさらに安心で、豊かなものになっていくというまと

めとなりました。是非、一人ひとりの意識を高めていってください。 

  学校長   栗原 公明 



2016年 11月 21日（月 ）  

都筑区学級活動の研究授業が行われました 

  

 今日の６校時、都筑区学級活動の研究授業が本校２年１組で行われました。区内

の学級活動を担当している教員が参観し、研究授業を行いました。今日の学活のテ

ーマは、「学級目標を達成するために、１組はこれから何に取組むのか？」でした。私

が出張から戻って来たときには、すでに授業が始まっていて最初から参観できなかっ

たのですが、最後のまとめのところでは、生徒たちが積極的に建設的な発言をしてい

る授業でした。これから、学年末までの４か月間に、大きな成長を感じさせる２年１組

でした。 

  学校長  栗原 公明 

  



2016年 11月 18日（金）  

  都筑区個別支援級合同宿泊教室 

   

 愛川ふれあい村の紅葉もとてもきれいです！昼ご飯は、早めに到着したので、予定

を変更して、紅葉した自然の中でとりました。そして、昼食後は、入村式。施設の使い

方を教えてもらい、宿泊棟へ。 

         

   

夕食は子どもたちが大好きなバイキング形式。フライ、焼きそば、サ

ラダ、あげ餃子など。そして、写真のようにドリンクバーあります。

私はお腹がすいていたので、写真を撮らなくてはと気づいた時には、

ほとんど食べてしまい、今回は写真がありません。夕食の後は、楽し

いキャンドルファイヤー。みんなでゲームを行ったり、各校のスタン

ツで盛り上がりました。特に頑張っていたのが、中川中の生徒の皆さ

んでした。キャンドルファイヤーの進行を担当し、さらに素晴らしい

スタンツを披露しました。明日はスポーツレクが予定されています。 

  



      

    

朝の集いで、生徒たちのはく息は白い！愛川ふれあいの村は、まさに冬です。

でも生徒たちからは、元気な「おはようございますの声が返ってきました。今

日はスポーツレクなので、しっかり朝ご飯を食べようとお話をしたのですが、

そんな心配は無用でした。子どもたちが大好きな唐揚げ、ポテトが並び、朝ご

飯をしっかり食べました。 

    

   

  

スポーツレクを終えた皆さんは、お腹ペコペコ。お昼は、うどんとご飯のセット。うどん

のトッピングも豊富で、私はイカ天、コロッケ、ワカメ、天かすうどんにしました。これっ

て、やりすぎ？!子どもたちの食べっぷりは、本当に気持ちいいですね！ 

 学校長  栗原 公明 



2016年 11月 17日（木）  

都筑区個別支援級合同宿泊学習 
 

           

愛川ふれあいの村に向かって出発しました。渋滞もなくとても順調です。 

車内のバスレクでは、各校の先生の似顔絵をみんなで分担して描くゲームでし

た。 

出来上がった作品はご覧のとおり！ 

さて、誰だかおわかりになりますか？本人のご機嫌を損ねないように、 

イケメンのコメントが書き添えてありました！ 

バスは、宮が瀬ダムへと進み、バスからの紅葉がとってもきれいです！ 

     

   

 宮が瀬ダムを散策しました。ダム湖畔に映る紅葉は絶景で、 

吊り橋は毎年人気スポット。 

吊り橋からの景色は、絶景！のはず…というのは、私は吊り橋は 

あまり好きではなく、景色を見る余裕がありませんでした。 

    学校長  栗原 公明 



2016年 11月 16日（水 ）  

県大会出場おめでとうございます！ 

   

 １０月から１１月にかけて、部活動の大会が市内中学校等で行われました。３年生

が引退して新チームとしての試合が続く中で、男女バレーボール部と男子バスケット

ボール部が、見事県大会出場を決めました。 

 PTAのご厚意により、県大会に出場した部活動への応援横断幕を昨年度より作成

していただき、ホームページでもご紹介しましたが、「横断幕パワー」の威力はものす

ごいです。「県大会出場！」をお知らせする機会が増え、とても嬉しいですね。このパ

ワーは、生徒を見守ってくださる皆さまの温かい応援から生まれてきているので、何

処の「パワースポット」にも負けない力を秘めています。今後も、生徒への応援よろしく

お願いいたします。 

 私は明日から都筑区個別支援学級の宿泊学習で、愛川ふれあいの村に行ってきま

す。生徒たちと紅葉してきた自然のなかでの２日間、とても楽しみです。 

  学校長  栗原 公明 

  



2016年 11月 15日（火 ）  

都筑区個別支援学級交流会 

   

   東山田中学校の体育館を会場として、都筑区個別支援学級交流会が行われま

した。明後日の１７日（木）～１８日（金）の１泊２日の予定で、愛川ふれあいの村へ宿

泊学習に出かけます。宿泊学習に向けた最終確認を交流会で行いました。 

 担当の先生から日程の確認、スポーツレクのグループの確認、班会議、そして楽し

みにしているキャンドルファイヤーの歌をみんなで歌いました。キャンドルファイヤー

は、中川中学校の生徒のみなさんが担当し、準備にあたっています。楽しく盛り上が

ること間違いなし！天気も心配なさそうですね。 

南山田小学校の給食の時間に児童のみなさんと交流 

   

 前期の定期試験の時には、私と教員３名が中川小学校の給食の時間に交流を行

いました。今回は、後期の中間試験を利用して、前回同様、私と教員３名が南山田小

学校に伺い、交流を行いました。６年生のみなさんとの交流でした。半年後には、中

学生になりますね。 

 さて、明日も中間試験が続きます。３年生は、１７日（木）まで試験です。頑張ってくだ

さい。 

  学校長  栗原 公明 



2016年 11月 14日（月）  

写真部ギャラリーの紹介！ 

   

   

 写真部の皆さんが撮影した写真が、職員室前の廊下に定期的に展示されます。四

季折々の自然をテーマにした作品、猫やペンギンなど思わずほほ笑み心癒される写

真など、今回もすばらしい作品がいっぱい！何かとせわしい日々の中で、ほっとでき

る私です。少しでも写真を紹介しようと思いましたが、光の反射と映りこみで、作品の

すばらしさが伝えられずごめんなさい。これも私の写真技術の未熟さですね。 

 さて、写真とともに楽しみにしているのが、タイトルとともに書かれている俳句、川

柳、短歌です。例えば、「川の水 鏡となって 穂を照らす」（川辺にきらきら輝く太陽の

光の写真）「夏祭り 夜空に光る 光の数々」（夏祭りのたくさんの提灯の写真）など、

生徒たちの想像力は無限大！ 

 明日から、後期中間試験が始まります。生徒のみなさん、試験頑張ってください。 

   学校長  栗原 公明 

  



2016年 11月 10日（木 ）  

読書週間にちなんで  ところで、「文スト」って何？ 

   

 先月末から始まった読書週間が終わりました。今日も昨日に引き続き、１年生の５

組～７組の読み聞かせが、「おはなしの宿」のみなさんによって行われました。この読

み聞かせは、生徒たちに読書習慣を定着させる大切な取組の一つになっています。

ありがとうございます。 

 読書週間にちなんで、図書室前の廊下には、１０月の本校図書室の貸し出し冊数や

人気図書のランキングが図書委員会によってまとめられ掲示されています。そして、

その横には、『文豪ストレイドッグス（文スト）』のコーナーがあります。先日図書室を覗

いたところ、入口付近に、この『文スト』コーナーがあり、私はこの「文ストって何？」

「？？？？？」という状態になり、司書教諭に聞いたところ、最近中高生に人気がある

コミック誌であることを教えてもらいました。主要な登場人物はほとんど全員が文豪と

同じ名前と誕生日。各自の能力や人物設定も文豪自身のエピソードや作品にちなん

だものが多く、国木田独歩、中島 敦、中原中也、泉 鏡花などの小説が並んでい

て、中学生が借りていることに、驚きました。どうやら、コミック誌とコラボしていて、実

際の小説と合わせて読んでいるようです。横浜を放浪する少年・中島敦は鶴見川で

入水していた太宰治を助け、それをきっかけに敦は太宰が所属する探偵集団・武装

探偵社が追う『人食い虎』の捜索を手伝うことになるというところから始まるストーリー

ですが、自殺願望の太宰治、山月記の虎に関わる中島 敦が登場するなど、なるほ

どと思ってしまいます。コミックの登場人物は、すべてイケメンでした。 

 今日は３年生の進路説明会が１５：００から体育館で行われます。また、明日は先週

の土曜に行われた授業参観及び「なかなかバザー」の代休になります。 

   学校長  栗原 公明 



2016年 11月 9日（水 ）  

地域の方による読み聞かせ 

   

  

 本日と明日の２日間の予定で、１年生の全クラスに、地域のグループ『おはなしの

宿』の方が来校し、朝の「中川の時間」に「読み聞かせ」をしていただきます。今日は、

１年１組から４組、明日は５組から７組の教室で、読み聞かせをしていただきます。本

校では、秋の読書週間に毎年行われている取組みで、平成１８年より、『おはなの宿』

の皆さんにご来校いただき、今年で１１年目となりました。『おはなしの宿』の皆さんが

読む本の世界が教室に広がり、生徒たちは時には本の登場人物のように自分を重

ね、真剣に聞いていました。 

 グループの皆さんは、この読み聞かせが始まる２年前の平成１６年から個別支援学

級の生徒たちに、読み聞かせをしていただいております。現在でも、ほぼ毎週１回、

生徒たちにすてきな読書空間を提供していただき、楽しい朝の時間を過ごしていま

す。ありがとうございます。 

  学校長  栗原 公明 



2016年 11月 8日（火 ）  

２年職場体験、３年横浜市学力・学習状況調査 

   

 今日は昨日に引き続き、２年生が職場体験、３年生が学力・学習状況調査が行わ

れています。午前中、近隣のコンビニで職場体験をしている生徒を訪ねました。店内

に入ると「いらっしゃいませ～」のいつもとは違う声が！２年生の生徒がお客様をお迎

えです。また、店内では、生徒が品出しを行っていました。また、別のお店では、生徒

が流しで作業をしていました。買い物をしてレジで支払いをしようと思ったところ、PTA

本部特製の「中川中学校の生徒が職場体験をしています」のカードが置かれていまし

た。子どもたちを応援していただき、ありがとうございます。 

３年生、放課後は写真撮影に大忙し！ 

  

 ３年生は、放課後は卒業アルバム用の個人写真の撮影と受験用の証明写真の撮

影を行いました。左側の写真は、写真撮影車が昇降口に待機し、生徒が一人ひとり

車内で撮影します。入口では、身だしなみ、髪型のチェックを入念に行い、いざ撮影。

右側の写真は、会議室で行われた個人写真撮影です。 

 

 



１年生の学年レク 

  

 １年生の５校時学活は学年レク。最初は、体育祭の種目になる「台風の目」と呼ば

れている種目で、棒を数名が持ってコーンを回るリレー。順位発表に時には、上位だ

けのクラスだけではなく、６位、７位のクラスも発表のときには盛り上がり、とても楽し

そうで和気藹々とした雰囲気がとてもよかったです。そして、次は大縄跳び。最初の１

回の壁がとても難しく、これは無理かなと思っているうちに、２回、３回、そして数回と

跳ぶ回数が次第に増えていきました。短時間のなかで、「よくぞここまで」と思わせる

大縄跳びでした。 

   学校長  栗原 公明 

  



2016年 11月 7日（月 ）  

落ち葉掃き 生徒がつくる 地域の輪 

   

 毎月第一日曜日に行われている自治会のなつみかん公園及び周辺緑道清掃活動

に野球部の生徒たちが参加しました。ご覧のように、野球部のパワーを見せつけるか

のような活躍で、あっという間に落ち葉が入ったごみ袋が山のように集まりました。部

長さんを中心に指示が出され、テキパキと活動していました。顧問の指示とサインプ

レーはさすがですね。 

 中川中学校区の３小学校と中川中学校の児童・生徒代表でつくったスローガン『つく

ろうよ みんなであいさつ 地域の輪』がありますが、このように地域の方と一緒に落

ち葉掃きを通して、コミュニケーションをとりながら交流を深めることができることは、

すばらしいことです。来月も大量の落ち葉が予想されます。生徒の皆さん、ご協力お

願いします。 

 さて、学校では本日、２年生が職場体験、３年生が横浜市学力・学習状況調査を行

っています。 

  学校長  栗原 公明 

  



2016年 11月 5日（土）  

土曜授業参観＆なかなかバザー 

   

 今日は午前中が土曜授業参観、午後は恒例の「なかなかバザー」。 

 多くの保護者の皆様に朝早くからバザーの準備に取りかかっていただき、人気のお

もちは、写真のように地域の方や「はやぶち会」の方のご協力により、もち米を蒸か

し、うすと杵をセットしてあとは蒸かしたお米を待つのみでスタンバイ。その他のブース

もお腹をすかして出てくる生徒たちのために、食材の準備に取りかかっていました。つ

きあがったおもちは、あんこにくるまれ、おいしいあんころもちに変身！ 

  

 授業終了のチャイムとともに生徒たちは校庭に集まり始めました。ごらんのように、

各ブースの前はあっという間に長蛇の列となりました。 

    

 会場は校庭だけではなく、体育館も会場となり、物品の販売や剣道部のゲームコー

ナー、茶道部のお茶席がありました。私がお茶をいただいた時にお点前を披露してい



ただいた１年生は、短期間のお稽古だったと思いますが、とても立派なお点前でし

た。 

 バザーに携わっていただいた皆様のご協力により、今年も生徒の笑顔あふれる楽し

いバザーとなりました。改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。 

  学校長  栗原 公明 

  



2016年 11月 4日（金）  

区民まつりにボランティア参加 

  

 １１月３日、センター南とセンター北において、都筑区の区民まつりが行われました。

区内の自治会や事業所の方々が、それぞれのブースで物品を販売したり、楽しい企

画を催したりと、写真のようにたくさんの人で大盛況でした。たくさんのブースの中に、

中川地区の青少年指導員の方のブースがあり、そこには「中川中学校・中川西中学

校」の横断幕とお手伝いとして参加している両校の生たちが、フランクフルトとヨーヨー

を販売していました。私はフランクフルトを焼いている食欲をそそる「ジュワーッ！」と

いう音と呼び込みの生徒の声につられ、地域の方のあいさつを終えてからと思ってい

ましたが、先に食べることにしました。心がこもった食べ物は本当においしいですね。 

毎度おなじみ今月のカレンダー 

  

 毎月はじめに紹介している９組作成のカレンダーと技術員さんプロデュースの「なか

ちゅうぎゃらりー」。今月は紅葉の季節にふさわしく、カレンダーにデザインされた黄色

く色づいたイチョウの葉、そして逗子・名越切通しにあるまんだら堂やぐら群に敷き詰



められた色づいたイチョウの葉の写真が季節を伝えています。カレンダーも残すとこ

ろあと１～２枚になってしまいました。 

新本部生徒会本部役員と昼食会 

  

 一昨日は、旧本部役員の皆さんと校長室で昼食会を行いました。今日は、新本部役

員の皆さんと昼食会を行いました。旧役員が２人残っているとはいえ、まだ戸惑うこと

が多く大変さが伝わってきましたが、中川中学校をより良くしていこうという気持ちが

あふれ、頼もしく嬉しい気持ちで昼食をおいしくとりました。 

 明日は、土曜授業参観が行われます。また、授業終了後、PTAの方が準備してい

ただいているバザーでは、おいしい食べ物もいっぱい！子どもたちのために、ありが

とうございます。 

   学校長  栗原 公明 

 

 

 

 

 

 

 



2016年 11月 2日（水）  

あの名作を再び！ 

   

   

 １０月２７日～１１月１日の期間に、３年生の個人面談を行いました。文化祭が終わ

り、３年生は進路決定に向けて一生懸命に学習に取組んでいるところですが、今回の

面談は、生徒・保護者との三者面談形式で、進路希望先について担任と相談しまし

た。次回は１２月上旬に同じく三者面談を予定しています。次回の面談では、志望校

を決めていくことになります。 

 さて、面談にご来校された保護者の皆様に、修学旅行の事後学習として各班でつく

った修学旅行新聞を廊下に掲示しました。どの新聞もすばらしい内容・構成で作ら

れ、生徒たちが過ごした３日間の修学旅行のようすがとてもよく伝わってきました。紹

介した３枚の写真は、３年生による投票で左から１位・２位・３位の班新聞です。 

旧生徒会本部役員と昼食会 

 

  

今日の昼食時、１年間生徒会本部役員として、様々な生徒会行事の企画・推進、あい

さつ運動の活性化など、学校生活に関わることについて真剣に考えよりよい中川中を

めざして活躍してきた本部役員の皆さんと昼食をともにしました。短い時間でしたが、

これまでの活動を振りかえりながら、お昼を食べました。 

 １年間本当にありがとうございました。 

   学校長  栗原 公明 



2016年 11月 1日（火）  

SEPROは熱気に包まれ、夕日も燃える！ 

   

 先日３年生の SEPROの授業について、生徒たちが熱心に取組んでいるようすを紹

介しましたが、昨日は SEORO最終日、２年生の授業が行われていました。教室に入

ると３年生同様、AET との活発な会話が交わされ、部屋中、英語！英語！英語！で

した。 

 写真にもあるように、生徒たちは AETを囲むようにグループごとに丸く座って、質問

したり、会話をします。自分と話してもらおうと一生懸命に手を挙げ、中には写真のよ

うに指先までまっすぐ伸ばして挙手する姿もありました。どの生徒も積極的に会話を

求め、AETが生徒たちの意欲を引き出し、会話を楽しむ指導はすばらしいと思いまし

た。私がこのグループに入ったらどう対応できるのかなと考えるだけで、ドギマギして

きました。横浜では、小学校から英語に慣れ親しむことができるようなカリキュラムに

取組んでいますが、その成果がみられた一コマでした。 

 夕方、センター北駅方面を見たら、夕日がとてもきれいでしたので撮影しました。写

真部の作品に対抗できる腕前ではありませんが、密かに狙っています。 

  学校長  栗原 公明 

 

 

 

 

 


