
2017年 1月 31日(火) 

今日は公立高校の願書提出 

   

 今日は公立高校の出願日。昨日までに担任の先生と願書の確認を終えた受験生の皆さんは、

今日は自宅から志望校へ出願に出かけました。そのため、朝の会の時には、教室には写真のよう

に数名しか生徒がいませんでした。 

 近くの高校に出願した生徒は、早くも 10時前には学校に戻ってきました。高校名が五十音順に

書かれた２つの部屋に生徒たちは入室し、受験番号や面接の日時を報告していました。 

 明日から、２月になります。昨年の今頃の CMに、「夢をあきらめないで」という曲が流れ、「見せ

てやれ、底力」というのがありました。３年生のみなさん、志望校に「見せてやれ、なか中生の底

力」を！ 

  学校長  栗原 公明 

  

  

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2817,html


2017年 1月 30日(月)   

２年生の修学旅行事前学習紹介！ 

  

  

 ２年生のフロアには、来年度の修学旅行に向けて取組み始めた事前学習の一環として、班ごと

にテーマを決めてまとめた名所案内が掲示されています。「のんびり京都さんぽ」「運集め」「京都

の Powerにふれる」「京都の文化や歴史にふれる」「京都社寺めぐり」などのタイトルを眺めている

と、どんな寺社をまわるコースなのかなと思いをめぐらし、とても楽しいです。これからは、修学旅

行のきまりなどみんなで話し合い、決めることもたくさんありますね。 

 それでは、修学旅行のスローガンを紹介します。 

  「七色物語」 ～和の象徴目指していざ出陣！～ 

  学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2816,html


2017年 1月 27日(金)  

授業参観・学級懇談会ありがとうございました 

  

 昨日は１・２年生の授業参観、学級懇談会を行いました。たくさんの保護者の皆様にご来校いた

だき、ありがとうございました。授業を参観していただき、授業アンケートのご協力もお願いしたとこ

ろですが、アンケートの回収ポストでは、先日ご紹介しました本校のキャラクター『みどりん』がさっ

そくのお出迎えです。これからも『みどりん』、よろしくお願いします。 

写真部、新作発表！ ～秋から冬へ～ 

   

   

   

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2812,html


   

 ニュータウン内の緑道の美しい紅葉や雪景色、冬の澄んだ空気に包まれた景色など、私のブロ

グでは写真のすばらしさを十分にお伝えできず残念です。中国では、冬の旅行の定番として”肺を

洗う”という”スモッグ回避旅行”が人気というニュースが今朝流れていましたが、日本はこの旅行

先の人気観光地だそうです。写真部の美しい景色をみていると”ごもっとも！”と思わず口に出して

しまう私です。 

インフルエンザ情報 

 本日まで、１・２年生の部活動朝練習は中止にしていましたが、インフルエンザの状況が落ち着

いてきましたので、明日より部活動は通常の活動になります。なお、厳しい寒さと空気が乾燥した

状況が続きますので、部活動の参加は無理をしないようお願いします。 

 学校長  栗原 公明 

  

 

  



2017年 1月 26日(木)  

個別支援学級が合同学芸会で発表しました 

   

 昨日、西公会堂において、横浜市個別支援学級・特別支援学校合同学芸会が行われました。本

校の発表は、和太鼓による『元気 友情と団結の中川魂』です。本番に向けて練習を重ねてきまし

たが、体調不良等による欠席のため、４名によるステージ発表となりました。本番に向けて練習し

てきたのでとても残念でしたが、ステージを任された４名のみなさんは、『友情と団結の中川魂』の

精神を存分に発揮し、公会堂内に太鼓の音を響かせ、すばらしいステージ発表となりました。 

 今年は都筑区小学校個別支援学級学習発表会（２月１５日）でも本校個別支援学級が発表しま

す。ステージ発表は、今回と同じ和太鼓です。残念ながら今回参加できなかった皆さん、昨日の無

念さを次のステージの発表につなげ、力強い和太鼓の演奏を披露してください。 

  学校長  栗原 公明 

 

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2806,html


2017年 1月 26日(木)  

インフルエンザ情報（午前９時現在） 

 

 昨日まで学級閉鎖を行っていた２年５組の朝学活の様子です。まだ出席停止期間中でお休みの

生徒もいましたが、教室はいつもの明るく元気な５組でした。でも無理はしないでくださいね。 

 学校全体のインフルエンザの状況ですが、午前９時の時点で、インフルエンザで欠席している生

徒は１５名です。 

  学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2804,html


2017年 1月 25日(水)  

英文書道部からメッセージ 

  

 職員室前の窓辺に、英文書道部が作成したメッセージカードが置かれています。１つは、本校が

創立 70周年を迎えたことにちなみ、「Happy Anniversary」のカード。もう一つは、新年を迎え季節

にちなんだ「Season's Greetings」のカード。生徒たちの心がこもった作品が、学校を温かくしていま

す。 

 さて、大寒に入ってから毎日寒い日が続き、寒さを”体感”している毎日ですが、３年生は今日、

明日が私立高校の出願のピークになります（駄洒落を言っている場合ではないですね）。私立入

試の大半は、２月１０日・１１日に集中しています。入試というものがいよいよ現実的なものになっ

てきましたが、今まで自分が取組んできたことを信じて受験に臨んでください。 

 学校のインフルエンザの状況は、２年５組は今日まで学級閉鎖としていますが、他の学級や学

年は、インフルエンザで欠席している生徒はいますが、今のところ落ち着いている状況です。うが

い、手洗い、睡眠を十分にとって、体調管理をお願いします。 

  学校長  栗原 公明 

 

  

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2802,html


2017年 1月 24日(火)  

中川中報道写真 by写真部 

 

 １月２２日（日）に本校で地域防災拠点訓練が行われたことを当ＨＰでご紹介しましたが、防災訓

練のようすを本校写真部が早くも昨日校長室前に掲示しました。いち早く、できごとを伝える報道

機関に負けない、”中川報道写真部”の活動を紹介しました。これからの報道も楽しみにしていま

す。 

１･２年の学年朝会より 

  

 今日は１・２年生の学年朝会が行われました。１年生は武道場で行いました。私が行ったときに

は、２年生で行う自然教室について、実行委員長がこれからの取組について、みんなで話し合い

決めることや事前学習の説明をしていました。学校はすでに”春”に向けて始動しています。 

 ２年生は、体育館でちょうど学年レクを行っているところでした。長縄跳びを５分間で何回跳べる

かというレクで、担任も一緒になって跳んでいました。一番真剣だったのは、担任かな。優勝は２

年４組でした。余談ですが、２年５組は学級閉鎖のため、特別編成チームを作り、主に５組担任が

中心となり、へとへとになりながら跳んでいました。 

  学校長  栗原 公明 

http://www.edu.city.yokohama.lg.jp/school/jhs/nakagawa/index.cfm/1,2799,html


2017年 1月 23日(月)  

地域防災拠点訓練に大勢の中学生が参加しました 

   

   

 昨日本校において、地域防災拠点訓練が行われました。地域の方とともに本校からも大勢の生

徒と職員が参加しました。準備段階では、炊飯道具や机の運搬など、力仕事を中心にテキパキと

動き、おかげでスムーズに準備ができました。訓練が始まると生徒たちも地域の方と一緒に参加

しました。水道局の方による緊急水道栓の設置と説明、消防団の方によるジャッキ等の実演、区

役所の方による避難所生活の説明という３か所のブースを順番に回り、防災学習をしました。 

 また、炊飯訓練も同時に行われ、ここでは毎年お手伝いをしてもらうバドミントン部の皆さんが大

活躍。１００食以上の炊き出しを地域の方と一緒につくりました。また、片付けも生徒たちが手伝

い、予定時間より早く終了することができました。改めて、中学生の力を実感しました。 

 今回の訓練には、バドミントン部、男子バレー部１年生、写真部、サッカー部や生徒会・保健委員

の有志が参加しました。ありがとうございました。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 1月 23日(月)  

インフルエンザ情報 

 ２年５組は、インフルエンザ等と思われる体調不良のため、欠席者が１１名となり、横浜市教育委

員会の指示により、学級閉鎖いたします。 

 ◆閉鎖期間  １月２４日（火）～１月２５日（水） 

 なお、１･２年生の部活動朝練習は金曜日まで行いません。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 1月 20日(金)  

１年職業講話 

   

 １年生は働くことの大切さ、職業についての知識や情報を得ることにより職業（進路）について考

えるというねらいで、職業講話を実施しました。介護福祉士、警察官、理学療法士、消防士、弁護

士、市営地下鉄、薬剤師、新聞社、パティシエ、幼稚園、農家、旅行業者の方々１２名を講師にお

迎えしました。生徒たちは、交代制で２人の講師のお話を興味深く聞いていました。写真は都筑警

察署の方がお話をしているところです。また、ご覧のように、生徒たちが乗車体験できるように、パ

トカーで来校していただきました。 

２年福祉学習会 

   

 ２年生は障害のある方々への理解を一層深め、差別や偏見をなくし、共に生きる心を育て、人を

思いやる心を育てることをねらいとして行いました。事前学習として、「身のまわりのバリアフリー」

について行い、今日は電動車いすを利用している方のお話を直接お聞きして、自分たちが何がで

きるのか、何をすべきなのかを考えるよい機会となりました。 

  学校長  栗原 公明 



2017年 1月 20日(金)  

インフルエンザ情報 

 ２年５組のインフルエンザ流行拡大防止に向けた対応についてお知らせします。 

１ ２年５組のみ、１校時で下校。 

  家庭学習の課題を用意しました。 

２ ２年５組のみ、本日午後から月曜日の朝まで、原則部活動はありません。 

  学校長  栗原 公明 

 

  



2017年 1月 19日(木)  

『わたしのポートフォリオ』 

   

 ３年生のフロアには、昨年末より、生徒一人ひとりの個人フォルダに『わたしのポートフォリオ』が

掲示されています。その内容は、「自分らしさを表すもの」「力を入れた教科」「自分を成長させてく

れたもの」「中学校生活の思い出」の４つの項目からなっています。 

 「自分を成長させてくれたもの」として、部活動、委員会、学習、家族、読書など、「中学校生活の

思い出」として、合唱コンクール、体育祭、修学旅行など、「自分らしさを表すもの」として、笑い、積

極性、前向きな心、家族などが挙げられていました。 

 現在、「校長面接はいかが！」ということで、３年希望者と面接を行っていますが、面接と合わせ

てポートフォリオからも生徒たちの学校生活の思いが伝わってきて嬉しいですね。生徒の皆さんは

緊張して面接に臨んでいるのに、私だけが楽しんではいけませんね。 

 《インフルエンザ情報》 

 １ 明日の部活動朝練習は、１・２年生ともにありません。 

 ２ 本日、２年５組の生徒は、欠席者が多いため、部活動等諸活動なしで下校します。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 1月 18日(水)  

これからよく耳にする３年生最後の「○○○○」 

   

 昨日は３年生にとっては最後の専門委員会が行われました。左の写真は、生活委員会の様子で

す。この日は、神奈川県警サイバー犯罪対策担当の方が来校されました。本校では、生徒会本部

役員や生活委員を中心として、昨年夏、「スマホ・携帯、ＳＮＳ等」の正しい使い方について県警の

方からお話を聞き、今後自分たちでトラブル防止にむけてどのようなことができるのか考え、取組

み始めたところです。ＳＮＳのトラブルがいじめにつながるケースがあり、トラブル防止、いじめ防

止にむけたスローガンをつくろうという提案がありました。 

 さて、右の写真は、１年生の朝の教室の様子です。昨日行われた専門委員会で話し合われたこ

とをクラスのみんなに伝えていました。１年間の成長を感じ、頼もしいですね。 

 これからの学校生活では、「中学生最後」という言葉が、枕詞のようについてきます。卒業式にむ

けて、一つひとつ「おとなの階段上る～♪♪♪」 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 1月 17日(火)  

３年学年朝会から伝わる進路への意気込み 

   

  

 今日は３年生の学年朝会が行われました。内容は進路に向けて、学年一丸となって頑張ろうと

いう意気込み画伝わってきました。各クラスの学級委員から、４つのテーマで話がありました。写

真では左からの順番になりますが、１･２組の委員さんからは「学習方法」、３・４組は「睡眠」、５・６

組は「緊張しない方法」、７・８組は「食べ物」について、受験に関連して生徒たちの目線で話をして

いました。「緊張しない方法」では、数名の先生が指名を受けて、それぞれの対処法を話していま

した。私は、適度な緊張は必要だと思うし、力を発揮させる力になると信じて臨んでいます。そし

て、「覚悟」ですかね。 

 さて、生徒たちは学年の先生たちと面接に向けた取組を行っていますが、私が空いている時間

に「校長面接はどうですか！」というプレートを校長室に掲げたところ、希望者欄に１１名の生徒の

名前が書かれていました。短い時間ですが、面接に向けて頑張りましょう。 

  学校長  栗原 公明 

 

  



2017年 1月 16日(月)  

男子バスケットボール部 県大会ベスト１６ 

   

 昨日、秦野総合体育館で男子バスケットボール部の県大会ベスト８決めの試合が行われまし

た。横浜市内のブロック予選を１位突破し、県大会１回戦はみごと勝利を収め、昨日は、横浜市１

位の原中学校との試合となりました。強豪相手に最後まで喰らいついていきましたが善戦及ば

ず、ベスト８に勝ち進むことができませんでした。右の写真は、体育館玄関から撮影した丹沢山系

の山なみです。先週末からの寒波で、丹沢山系も雪が積もり、山からの風は本当に冷たく寒い一

日でしたが、多くの保護者の皆様に応援に来ていただき、ありがとうございました。 

 今度の日曜日、１月２２日は、私立推薦入試が実施される高校が多数あります。今日は推薦入

試に向けて、３年生が願書提出に出かけました。寒さとともにインフルエンザが流行り始めている

ので、体調管理には十分に注意してくださいね。 

 先週午前中で下校させた１年４組は欠席者は多いですが、本日は通常通り行う予定です。 

 なお、１年生は、１月２０日（金）までの部活動朝練習は行いません。 

   学校長  栗原 公明 

  



2017年 1月 13日(金)  

東急ギャラリーバス ～写真部編～ 

 １月１０日より、東急ギャラリーバスに美術部の交通安全ポスターに代わり、写真部の作品が掲

出されています。そこで、バスに掲出される１９枚の写真を紹介します。 

   

   

   

   

   



   

 

 １枚１枚の写真から、生徒が伝えたい被写体への思いが感じられますね。 

 ご来校された時には、職員室付近の壁面に写真部の写真が掲示されているので、ぜひともご覧

ください。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 1月 12日(木)  

冬休み明けの教育相談が始まりました 

  

 冬休み明けの教室では、担任との教育相談が行われています。１８日間と長かった冬休みの過

ごし方、生活する中で心配なことや悩んでいることなど、全員が担任と面談を行います。また、教

室には書初めが掲示され、作品一つひとつ楽しませてもらいました（写真は、１年６組の書初めで

す）。３年生のフロアでは、入試に向けた面接練習のために、生徒たちは、廊下で待っている時間

に入室の仕方や礼法など入念な（？）チェックを行いながら、緊張気味の様子でした。 

自然教室の調べ学習のために 

  

 ２年生になると長野県白樺湖方面に自然教室に出かけます。そこで、図書室では、司書さんによ

る『長野県コーナー』が早くもオープン！１年生は、これから、事前学習の一環として長野県につい

て調べ学習が始まります。うれしい企画ですね。 

  学校長  栗原 公明 



2017年 1月 11日(水)  

１月カレンダー、そして”なか中ぎゃらりー”紹介！ 

   

 毎月はじめに紹介している９組カレンダーのデザインは、お正月にふさわしい、「凧揚げ」「こま回

し」「羽子板」。私が子どものころは、すべて身近なものばかり。店先にも並び売られているのを目

にしましたが、最近はほとんど見かけなくなりました。私が初任校で３年担任の時に、クラスで”落

ちない凧”を作ろう（実際には・・・・）ということで、凧を作り近くの水田で凧揚げをしたことがありま

したが、今では凧揚げの場所を見つけるのが大変で、遊びの環境も変わりましたね。 

 前回のカレンダー紹介時には、紅葉したイチョウと桜の木も一緒に掲載しましたが、現在は落葉

した枝のみが青空に向かっています。 

 さて、技術員さんの作品が展示されているお馴染みの「なか中ぎゃらりー」は、酉年にちなんで金

沢自然動物公園にいる「ダーウィン・レア」というダイナミックな鳥の写真です。今年は、酉年にちな

み、「トリ」という言葉をトリ込んだあいさつや言葉を耳にするので、私も「トリ」にあやかろうと思い

ましたが、写真にうっトリして思い浮かびません。今週から大相撲が始まり、トリあえず、相撲トリ、

関トリかな・・・・（今週の気温同様、ますます寒さがましてくるようです） 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 1月 10日(火)  

冬休み明けの授業が始まりました 

   

 今日から冬休み明けの授業が始まりました。授業の前に、全校朝会を行いましたが、教職員の

朝礼が終わり体育館に行くと、全校生徒が整列して静かに待機しているところでした。毎月の朝会

では、時間通り、または時間前に始めることができるすばらしい生徒たちですが、休み明けの今日

の朝会もいつもと同じで大変立派でした。 

 今日の朝会は校長講話の後、生徒会本部が募集していた「中川中のゆるキャラ」が決まりました

ので、その発表と校長からの感謝状の授与、そして作者から名前の由来についてお話がありまし

た。 

 そして、昼休みの校庭は、真っ青な空のもと、元気に遊ぶ生徒たちでいっぱいでした。 

中川中のキャラクター決定！ 

 

 本校のキャラクター『みどりん』です。これから、学校生活のいろいろな場面で活躍してもらいた

いと思います。 

都筑スポーツ・文化賞受賞者 ～本校３年生が受賞～ 



  

 １月６日（金）、都筑スポーツ・文化賞受賞者の表彰が行われました。受賞された方々は、スポー

ツ・文化の各分野でめざましい活躍、顕著な功績のあった方々です。本校では、ワールドユース空

手道選手権大会で準優勝した３年生が表彰されました。昨年も別の空手道大会で優勝し、昨年に

引き続いての受賞となりました。おめでとうございます。 

 男子バスケットボール部が県大会で勝ち進み、現在ベスト１６。今週末には、横浜市１位の原中

学校とベスト８をかけて戦います。ご健闘をお祈りいたします。 

   学校長  栗原 公明 

  



2017年 1月 6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載 

   

 東急ギャラリーバスに乗ってきました。東急ギャラリーバスについては、これまでにもホームペー

ジで紹介してきましたが、東急バス東山田営業所が行っている企画で、本校では美術部と写真部

の作品を掲載させていただいております。 

 今回は、年末の交通安全運動にちなみ、すべて交通安全に関わる作品となりました。子どもたち

の豊かな発想とていねいな描写に、お客様から大変好評をいただいているというお話を伺いまし

た。東急バスの担当の方からも、作品の一つひとつに楽しさと発想の豊かさが感じられ、運転手

の方々の間でも話題になっているそうです。 

 まもなく、ギャラリーバスの作品は、美術部から写真部に代わります。後日改めて、写真部の掲

載される写真を紹介したしますので、お楽しみに！ 

   学校長  栗原 公明 

  



2017年 1月 5日(木)  

今日は「寒の入り」 

    

 今日は、「寒の入り」。暦どおり、昨日までの３月の穏やかさから真冬の寒さに逆戻り。２月４日の

立春までは、寒い日が続きそうです。そこで、今日の写真は、「寒の入り」にふさわしい、寒々しい

写真を掲載しました。 

 中川中からセンター北方面を望むと、北風で一段と空気が澄み、港北ニュータウンの街並み、丹

沢山系や遠く富士山がはっきりと見えます。そして、生徒がいない校舎内も、いつもはにぎやかな

子どもたちの声が響いているので、なおさら冷え冷えとした感じがします。 

 しかし、最後の一枚は、熱い一コマ。グランドでは、朝から男子バレー部が活動しています。冷た

い風を吹き飛ばす、部員たちのパワーを感じます。 

 最後は私のギャグで、読者の皆様をギャグンといわせようと考えましたが、思い浮かびません

（すみません、とても寒い思いをさせてしまったようです・・・・）。どうやら、私のギャグも「寒の入り」

です。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 1月 4日(水)  

あけましておめでとうございます ～演劇部に特別賞～ 

 

 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年のお正月は穏やかな日

が続き、今日も３月上旬の気温、ちょうど卒業式の頃の気温になるそうです。気温が同じでも目に

する景色（木々の芽吹き、春の花など）が違うと、寒々しく感じるものですね。 

 さて、今日の写真は、昨年１２月２７日（火）・２８日（水）にみどりアートパークで行われた「横浜市

中学校創作劇発表会」の大会プログラムの表紙です。この表紙絵は、本校の演劇部員の作品で

す。今回の発表会の台本は自分たちが作成し、中川中は『見えぬ先に見えたもの』という作品でし

た。しかし、冬休み直前に流行し始めたインフルエンザに部員たちが罹り、発表会に向けて稽古を

重ねてきましたが、残念ながら参加辞退となっていましました。それでも、演劇部のみなさんたち

は、２日間、大会運営の仕事や他校の発表を鑑賞し、とても立派な態度だったそうです。そこで、

中川中学校生徒の取組に対して、劇の発表はできませんでしたが、『特別賞』をいただきました。 

  学校長  栗原 公明 

 

 

 

 

 


