
2016年 12月 28日（水）  

来年もよろしくお願いいたします 

  

 明日から、学校は年末・年始の休業にはいります。昨日から気温が一気に下がり、

北風が吹いて寒い一日となりそうですが、グランドや体育館では、生徒たちが元気に

部活動を行っています。校長室にも野球部の生徒たちの声が聞こえてきます。 

 校舎内を歩いていたら、あるクラスの黒板に『一富士、二鷹、三茄子』にちなんだ絵

がかかれていました。そこで、富士山にちなんで、校舎から見える本物の富士山のア

ップの写真を掲載したいと思います。 

 ４月から本校のホームページに、20,000件以上のアクセスをいただき、私の「学校

日記」もたくさんの方にお読みいただきました。来年も学校生活のようすや学校から

のお知らせを発信していきたいと思います。ご愛読ありがとうございました。 

 みなさまのご健康とご多幸を心よりお祈り申しあげます。よいお年をお迎えくださ

い。 

  学校長  栗原 公明 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2752,html


2016年 12月 22日（木）  

２年生学年集会 

   

 ２年生は、４校時に学年集会を行いました。今回はクラス代表の生徒発表から聞くこ

とができました。文化祭や部活動の話題が多かった気がしますが、３年生からバトン

を引き継ぎ、自分たちに任されてきたことの表れだと思います。この集会では、来年

度の修学旅行に向けたスローガンが発表されました。 

 『七色物語 ～和の象徴目指していざ出陣～』というスローガンが大きく書かれた掲

示物が披露されました。来年度の修学旅行は、６月３日（土）～６月５日（月）になりま

す。 

全校集会 

   

 午後は冬休み前の全校集会が行われました。校長の話の後、これから産休にはい

る養護教諭から生徒への話と新たに着任した養護教諭の紹介を行いました。最後に

たくさんの表彰を行いました。 

 今年の冬休みは通常より長期にわたります。みなさま、よいお年をお迎えください。 

  学校長  栗原 公明 

  

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2750,html


2016年 12月 21日（水）   

１・３年生は学年集会 

  

  

 

 

明日は冬休み前の最後の授業になります。今年の冬休みは、暦の関係で１９日とい

う長期休業になります。そこで、冬休みを前に、各学年で学年集会を行いました。場

所の都合で、今日は１・３年生が行いました。１年生は武道場で行い、私が行った時

には、教員が「学習」について話をしているところでした。生徒たちは、集中してしっか

りと話を聞いていました。入学後の成長を改めて感じ、嬉しく思いました。 

 また、３年生は体育館で行い、学級委員の話が終わり、教員が学校生活の振り返り

を話しているところでした。卒業を前にした最上級生としての「３年生のあるべき姿」に

ついて、高いレベルの意識をもって臨んでいこうという教員の思いと、それに応えるこ

とができる生徒たちの気持ちの一体感が感じられた学年集会でした。 

冬休み前に校舎内をきれいに！ 

   

 午後は、全校生徒が休み前の清掃活動。昇降口や靴箱、教室や廊下など、校舎内

をきれいにしました。昇降口の靴箱は、生徒たちが一つひとつ、ていねいにぞうきん

がけを行い、まるで新品のようでした。また、校舎内を回ると、写真のようにほうきに

ついているごみや教室扉のレール部分のごみなど、教室の隅々までていねいに清掃

をしている生徒たちに出会いました。 

  学校長  栗原 公明 

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2749,html


2016年 12月 20日（火）  

私が調べた故事成語 ～１年生の国語科作品より～ 

  

 １年生の廊下に国語の時間に学習した「わたしの調べた故事成語」というプリントが

掲示されていました。「漁夫の利」や「蛍雪の功」など生徒が選んだ故事成語に関する

説明と意味が書かれ、そして４コマのイラストを交えた身近な例が挙げられていまし

た。 

 子どもたちの発想はユニークで、思わず笑ってしまうものもありました。チャンネルを

争っている間に漁夫の利で他の人がちゃっかり見たい番組を見ていたなど、「なるほ

ど！」と思える出来事や「あるある！」と思わず頷いてしまうものもありました。 

国語の話題をもう一つ！私が考えた故事成語？は････ 

 私が考えた故事成語！？ 『塵もつもれば山となる』 ２年生の教室に向かう階段の

壁面に、「今週の漢字」というコーナーがあり、教員が季節のイラストを交えて、生徒

のみなさんに知っておいて欲しい漢字の読みと書きが掲示されています。毎回５個の

漢字が紹介されていますが、年間を通すと結構な数となり、漢字力がアップします

ね。 

  

   

 

学校長  栗原 公明 

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2746,html


 2016年 12月 19日（月）  

学校運営協議会を開催しました 

  

 本日学校運営協議会を行いました。委員の皆さんには、昼食時に来校していただ

き、今年度より中学校の昼食時に導入されている横浜型配達弁当「ハマ弁」の試食を

していただきました。参考までに、今週のメニューを掲載します。今日のメニュは、「肉

系」がミートボールのクリーム煮、「魚系」がチーズはんぺん・バターコーン、合わせて

共通メニューが「じゃが芋とベーコンのソテー」「ほうれん草のマヨサラダ」「キャベツと

ツナのさっぱり和え」でした。ご飯と汁物は温かいのですが、おかずが衛生管理上冷

えた状態で届けられるので、冷たくてもおいしく食べられるメニューだといいのにという

ご意見もいただきました。 

 試食後は、５校時の授業を参観していただきました。生徒たちが落ち着いて学習に

取組んでいること、英語・数学の少人数授業では、教員の目が行き届き、生徒がわか

りやすい授業になること、英語の授業がほとんど日本語を使わず英語で行われてい

ることなどが協議会の話題になりました。 

 今回の学校運営協議会資料の表紙には、写真部のすてきな作品が掲載されていま

す。 

   学校長  栗原 公明 

  

 

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2744,43,177,html


2016年 12月 16日（金）  

美術部の交通安全ポスターが”東急ギャラリーバス”に掲出！ 

 12月 20日から東急バスの『ギャラリーバス』に、美術部が作成した「年末交通安全

ポスター」が掲出されます。これまでも、季節のポスターなどをギャラリーバスに掲出

し、お客様から好評をいただいてきたところですが、今回は年末に向けた交通安全を

テーマにしました。「スリップ注意」「前方注意」「音楽を聴きながらはダメ」「ポケットか

ら手を出そう」など、身近なできごとが描かれています。 

 年末の慌しさの中で気持ちも刺々しくなりがちですが、美術部のみなさんの心のこも

った温かなメッセージが、バスをご利用いただくお客様の気持ちを和ませ、交通安全

に一役かうことになりますね。年が明けると今度は、写真部の作品がギャラリーバス

に掲出される予定です。改めてホームページでご紹介しますので、楽しみにしてくださ

い。 

   

   

   

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2742,html


   

   

   

 

 学校長 栗原 公明 

 

  



2016年 12月 15日（木）  

究極の一品！とっても美味しそう！ 

 ２年生の美術の授業で作った「究極の一品」を紹介します。美術室の廊下に優秀作

品の写真が掲示されていたので教科担任に聞いたら、室内に実物があるということな

ので覗いて見たところ、ご覧のように美味しそうなメロンパン、ホットドッグ、チョココロ

ネ、ペストリーなどがいっぱい！甘い香りが漂ってきそうです。 

 幸いにもこのブログを書いているのは昼食後です。腹ペコの時でしたならば、辛いブ

ログになったと思います。 

   

   

   

  学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2735,html


2016年 12月 14日（水）  

季節の移り変わり 

  

 左の写真は１２月２日の写真です。３年昇降口前の鮮やかに紅葉している「いちょ

う」「もみじ」ですが、今週はご覧のとおり、落葉している木々の写真となってしまいまし

た。 

   

   

 校内を歩くと季節、年末を感じさせるものを目にします。昨日、校長室に英文書道部

の生徒が、校長室の入口に飾ってくださいと、かわいいクリスマスツリーを届けていた

だきました（写真左）。校長室の入口には、その他にも、小さなツリーとサンタさんがあ

ります。 

 また、学年のフロアには、ポインセチアとシクラメンが置かれています。クリスマスカ

ラーに季節を感じ、今年もあと半月と思いつつ、気持ちが和みますね。 

 今週は、推薦受験を希望する３年生と校長室で毎日面接をしています。中川中に入

学して、中川中のことを大切に考え、立派に成長した生徒たちとの面接も心が和みま

す。 

  学校長  栗原 公明 

 

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2733,html


2016年 12月 13日（火）  

2016年 12月 13日  

今日は保健朝会でした 

   

 今日の朝会は、保健委員会が企画・運営を行いました。テーマは、「運動と健康の

つながり」。委員の生徒たちが、運動前や運動後の簡単なストレッチを実技を交えて

紹介したり、簡単なクイズ形式で朝会を進めました。また、後半では、「ロコモ」につい

て話があり、生徒より職員が真剣に聞いているような印象を受けたのは気のせいでし

ょうか。というより、真剣に聞いていたのは、私ですよね。 

朝会の後は、各クラスで保健学習 

   

 朝会の後は、各学年ごとに発達段階に応じた内容の学習を教室で行いました。 

 １年生 「喫煙と未成年のからだ」 

 ２年生 「アルコールと未成年のからだ」 

 ３年生 「薬物乱用について」 

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2731,html


 ３年生は、写真のように、体育館にて、学校薬剤師の先生によるお話をいただきま

した。本校の卒業生でいらっしゃる先生は、中学時代のお話をされた後、「クスリの誘

いから逃れるには」「危険なクスリの種類」「喫煙・飲酒について」の講演をいただきま

した。正しい知識を身につけ、薬物乱用の恐ろしさを知り、自らの強い意志で危険を

回避することを考え、行動できる人になってください。 

 最近のニュースでも、薬物は悪いとわかっていながら、再び手を出してしまうという

残念なニュースがありましたね。 

  学校長  栗原 公明 

  

 

  



2016年 12月 12日（月）  

2016年 12月 12日  

都筑区役所区民ホールにて個別支援学級作品展 

  

 １２月６日～９日の４日間、都筑区合同庁舎の区民ホールにて、都筑区、青葉区、

港北区の個別支援学級作品展が開催されました。中川中学校からは、刺し子ふき

ん、木工のテープカッター、美術作品「食品サンプル」を出展し、自分たちの日ごろの

取組をいろいろな方々に知ってもらうよい機会となりました。 

 ９組の生徒たちは、９日の午前中に作品展に出かけ、バラエティーに富んだ他校生

徒の作品を見学して、「こういうものも作ってみたい！」とお互いに話していました。 

  学校長  栗原 公明 

  

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2730,html


2016年 12月 8日（金）  

2016年 12月 9日  

中川中生による「この本紹介します！」 （都筑図書館にて） 

  

 都筑図書館に本校生徒がお薦めする本の紹介文が展示されています。この企画

は、都筑図書館のご厚意により、今回が８回目となります。１年生から３年生までの紹

介文４４点が、紹介文で紹介された本とともに展示されています。 

 「中川の時間」の読書活動の一環として、全校生徒が自分が読んだ本の中から本

の紹介文を書き、教室前の廊下に掲示された作品の中から選ばれた代表作品です。 

 展示期間は、１２月１４日（水）までとなります。 

  学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2728,html


2016年 12月 8日（木）  

2016年 12月 8日  

日本の読解力８位に低下と報道されているけれど・・・・ 

  

 ＯＥＣＤによる「国際学習到達度調査（ＰＩＳＡ）」の結果が新聞に掲載され、「科学的

応用力」や「数学的応用力」は順位を上がりましたが、「読解力」は４位から８位に下

がったと報道されていました。２００３年に読解力が８位から１４位に転落して、「ＰＩＳＡ

ショック」と呼ばれて、日本の大きな教育課題になってきました。文科省のコメントに

は、「スマートフォンを使った短文のコミュニケーションが広がる一方、読書や新聞を

読む機会が減り、読書量の減少などで、長文に接する機会が減ったことが原因」とい

う分析が載っていました。 

 そこで、今日は本校図書室前廊下に掲示されていた「１１月の図書館貸出し数」をご

紹介します。開館した１６日間で、貸出冊数４５３冊、来館者９０６人でした。現在図書

室では、図書委員がポップを作成し、「図書委員が選ぶ！！お薦め本」が入口にきれ

いに並べられていました。思わず借りてみたくなる楽しいポップも一緒に見てください

ね。 

  学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2726,html


2016年 12月 7日（水）   

個人面談が始まっています 

  

 出勤前の情報番組で、今日は二十四節気の「大雪（たいせつ）」、山間部だけではな

く平野にも降雪のある季節ということですが、今年はもうすでに積雪がありました。熊

が冬眠に入るのもこのころといわれていますが、生徒の皆さんは、冬眠に入っている

場合ではありませんね。３年生は５日（月）から、そして１・２年生は昨日から今週末ま

での予定で個人面談を行っています。１・２年生は日常生活の生活面や学習面につ

いて、３年生は進路についての面談となります。３年生のクラス前の廊下には、高校

のパンフレットやガイドブックが置かれていました。 

 また、面談のときに、『学校生活についてのアンケート・学校評価』をお願いしている

ところですが、ご協力よろしくお願いいたします。 

 ３年生は個人面談と合わせて、推薦を希望する生徒の校長面接（今週は私の出張

が多く、副校長が面接を行うこともあります）を行っています。高校生活で何をしたい

のか、しっかりとした目的意識をもって進路を考えている頼もしい生徒たちです。 

  学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2725,html


2016年 12月 5日（月）   

地域清掃で中学生が大活躍 

安心してください！掃いてますよ！（2015年版） 

こんなにたくさんの落ち葉が！神ってる！（2016年版） 

   

 今年最後の地域清掃が行われました。紅葉が終わり、なつみかん公園や緑道には

落ち葉がたくさんあります。毎月第１日曜日に行われている地域清掃に本校生徒が

参加し、地域の方々と交流してきましたが、今回は男子バレー部と写真部の皆さんに

参加してもらいました。 

 緑道や公園の落ち葉が、中学生のパワーであっという間にかき集められ、写真のよ

うにゴミ袋の山となりました。最後に、町会長さんから感謝の言葉とお話がありまし

た。 

  学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2724,html


2016年 12月３日（土）  

ふれあいフェスタが盛大に開催！ 

   

 「ふれあいコンサート」という名称で行ってきた中川中学校区の行事が、都筑区こど

も青少年育成支援のためのモデル事業の支援を受け、昨年度より「ふれあいフェス

タ」と装い新たに生まれ変わり、１２月３日（土）、第２回目を開催しました。会場準備は

中川中学校が担当し、前日にはバスケットボール部と吹奏楽部がシート敷きを行い、

当日は野球部が椅子を並べ、吹奏楽部が片付けを行い、大変助かりました。おかげ

で、スムーズに開演できました。 

 さて、ふれあいフェスタは、吹奏楽部のオープニングのファンファーレで開演し、開会

セレモニーの後、本校吹奏楽部が「X'mas Swingin' コレクション」「ひまわりの約束」そ

して、十八番の「ルパン３世のテーマ」と演奏が続き、一気に盛り上がりました。その

後、各小学校の合唱、演奏、ダンスなどの発表と続きました。昨年は地域の発表枠

で、南山田町の伝統行事『虫送り』を披露していただきましたが、今年はフランダンス

のグループの皆様に出演していただき、会場の皆様と一体となったステージとなりま

した。 

   

 また、科学部のプロジェクション・マッピングの発表では、「すごい！」の声が人垣の

中から聞こえてきました。写真部のすてきな作品展示もありました。美術部のみなさ

ん、ポスター制作ありがとうございました。 

  学校長 栗原 公明 



2016年 12月 2日（金）  

恒例！カレンダー紹介！ 

  

 毎月はじめにご紹介してきたカレンダーも１２月となりました。９組のカレンダーは、

もちろん、クリスマスがテーマとなっています。今年は１１月に初雪があり、ホワイトク

リスマスもありうるかも････ 

 そして、「なかちゅうぎゃらりー」には、「１年間、ご拝見いただき、ありがとうございま

した。よいお年をお迎えくださいませ」のメッセージ。クリスマスカラーとともに、”よいお

年を！”というフレーズを耳にする機会も増えてきますね。ちなみに今回の写真は、花

巻・大沢温泉の自炊部の料理場にあるコイン式調理用ガス給器（１０分１０円）でし

た。 

 校庭のイチョウやもみじも、写真のように色づいてきました。 

  

 

 

明日は、本校体育館で「ふれあいフェスタ」が行われます。本校吹奏楽部、学区小学

校の児童生徒の演奏やダンスなどの発表、写真部や科学部の展示・発表などが予定

されています。昨日ご紹介した「ふれあいフェスタ」のポスターは、美術部が製作しま

した。 

 １２：３０開場  １３：００開演  皆様のご来場をお待ちしております。 

 学校長  栗原 公明 



2016年 12月 1日（木）  

１２月は横浜市いじめ防止啓発月間 

   

 横浜市では、今月を「横浜市いじめ防止啓発月間」と位置づけ、社会全体でいじめ

根絶を目指して取組んできたところですが、ご存知のとおり、福島から横浜市に避難

してきた小学生が同級生からいじめられるというとても心が痛むことが起き、横浜市

教育員会の第三者委員会からは、その対応が厳しく非難されました。 

 本校でも「いじめ」は学校で起こる最も身近な深刻な人権侵害として捉え、いじめの

未然防止、早期発見、早期対応に取組んでいます。来週には、全市一斉で行う「いじ

めのための生活アンケート」を全校生徒に実施・集約、「学校いじめ防止対策委員会」

で点検・確認、そしていじめのみならず、不安や悩みを抱え困っている生徒への支援

を行いたいと思います。 

 来週からは、個人面談が始まり、冬休み明けには、担任と生徒との教育相談が予

定されています。個別に担任とお話をする機会がありますので、お気軽にご相談くだ

さい。写真は、各学年の昇降口にに掲げられた、いじめ防止にむけた「のぼりアピー

ル」です。 

  学校長  栗原 公明 

 

 

 


