
2017年 2月 28日(火)  

今日は南山田小学校の朝会でお話をしました。 

  

 昨日に引き続き、今日は南山田小学校の朝会でお話をさせていただきました。６年

生がお手本となり、児童のみなさんたちはきちんと整列し、お話を聞いていました。私

の話の後、６年生が３月の生活目標「感謝の気持ちを表そう」を寸劇を交えながら全

校生徒に発表しました。さすが最上級生と思える朝会でした。 

 なお、今年度は牛久保小学校の朝会につきましては日程の都合上、残念ながらで

きませんでした。申し訳ありませんでした。 

 今日は公立高校の合格発表。生徒たちが高校から戻り始めてきたようです。３年生

の志望校合格を祈っています。 

  

２年生修学旅行班新聞紹介 Part 1 

      



   

   

   

 前回まで、１年生の自然教室にむけた班新聞のタイトルを中心に紹介してきました

が、今回は２年生の修学旅行にむけた班新聞を紹介します。新聞のタイトルは、各班

が調べたテーマとなっています。なお、紙面上に着色した四角形がある班新聞があり

ますが、これは新聞に書かれた生徒名を伏せるために私が加工処理したものです。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 2月 27日(月)  

中川小学校の朝会でお話をしました 

  

 今日は昨年に引き続き、中川小学校の朝会でお話をさせていただきました。風が冷

たくとても寒い朝でしたが、時間どおりに朝会が始まり、お話をしっかりと聞く姿勢はと

ても立派でした。６年生は、まもなく中学生となりますね。中川小学校の最上級生とし

て活躍し後輩をリードしてきたことに自信をもって、中学生になってください。楽しみに

しています。 

３年生は球技大会！ 

  

 ３年生は、今日は球技大会を行いました。１球１球に歓声があがり、みんなで大いに

楽しんでいました。グランドではサッカー、体育館ではバレーボールが行われました。 

 

 



１年生自然教室班新聞紹介 ～Part4～ 

   

   

 

 以上で、１年生全班の自然教室新聞を紹介を終わります。次回からは、２年生の修

学旅行班新聞を紹介する予定です。 

  学校長  栗原 公明 

  

  



2017年 2月 24日(金)  

”動と静” 

  

 今日は横浜市学力・学習状況調査の 2日目です。１・2年生は、数学・英語、そして

生活意識調査を行いました。１・２年生が調査を受けている校舎は、し～んと静まりか

えり、聞こえるのは、窓の外の風の音。１・2年の校舎から体育館に向かうと、先ほど

とはうって変わり、断続的に聞こえる生徒の歓声？体育館をのぞくと、3年生が百人

一首を行っているところでした。詠み手にあわせて、歓声が体育館に響いていまし

た。 

１年自然教室班新聞紹介 Part3 

   

   



   

   

 「１年生自然教室シリーズ」が終わりましたら、この企画に引き続き、２年生の修学

旅行班新聞特集を予定しております（もうしばらく、お時間ください）。 

  学校長 栗原 公明 

  



2017年 2月 23日(木)  

卒業式の式練習が始まりました 

  

 ３年生は今日が最初の式練習になります。学年主任より、卒業式の意義、心構えに

ついて話がありました。先日の卒業遠足では、帰りの集合時間３：４５に３００名あまり

の生徒が全員集まったこと、卒業式で歌う『群青』は順調に仕上がっていること、昨日

の生徒が企画したクラスレクもみんなで協力し楽しんだことなど、私が耳にする話は、

さすが３年生と思えることばかりです。嬉しいですね。学年主任の話の後には、生徒

が３年間の学校生活を振り返っての思いを話していました。 

１年生自然教室班新聞紹介 ～Part2～ 

 昨日から紹介を始めた１年生の自然教室班新聞のタイトル紹介 Part2を掲載しま

す。また、今日から２日間の予定で、横浜市学力・学習状況調査を１・２年生が実施し

ます。 

   

   



   

   

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 2月 22日(水)  

自然教室に向けて ～班新聞づくり～ 

   

   

   

   

 １年生は５月に予定されている自然教室の事前学習の一貫として、班ごとに新聞づ

くりを行っています。活動場所となる長野県について学習を進めているところですが、

各班で作成した新聞のタイトルがとてもユニークで工夫を凝らしてあるので、これから

何回かに分けて紹介します。お楽しみに！ 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 2月 21日(火)  

春三番！？ 

  

 先日「春一番」が吹いて、いよいよ春間近となり、昨日は”春二番”と強風による被害

をニュースが伝えていました。今朝は昨日の強風もおさまり、３年生の卒業遠足も「今

日でよかったね」と職員で話しながらディズニー・シーへの見送りをしたところでした

が、またまた風が強まり、これって”春三番”ですかね。３年生は７時１５分バス内点

呼、３０分出発でしたが、私が着いた７時５分には、大半の生徒がバスに乗り込み、デ

ィズニー・シーへの思いが伝わってきました。 

 校庭の砂が風にとばされ、昼休みに遊んでいる生徒たちも、時折強烈に吹き付ける

風にはなすすべもなく、その場でおさまるのを待つのみでした。今日の”春三番”のパ

ワーに負けないくらい元気にはつらつとしていたのが、昨日に引き続き行われている

英語の時間の「SEPRO」で学んでいる１年生のみなさん。AETの先生方からは、帰る

ときのご挨拶の中で「many many question!」ということを言われ（正確に言いますと、

もっと、お褒めの言葉があったと思いますが、私が聞き取れたのはということで

す・・・・）、生徒たちが意欲的に授業に取組んでいたことが伝わってきました。  

 最後に、図書室情報です。廊下に新刊図書のお知らせがあり、「本日より貸出し！」

のメッセージ。どんな本があるのかなと見ると、最近の直木賞、芥川賞受賞作の作品

がありました！なんて魅力的な図書室なんでしょう。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 2月 20日(月)  

今度は１年生の SEPRO（スーパーイングリッシュプログラム） 

  

 今日と明日は、１年生の SEPROが行われています。６名の AETが来校し、クラス

の６グループにそれぞれ１人ずつ入って、グループディスカッションを行います。生徒

一人ひとりが英語でコミュニケーションを図る絶好の機会となります。１年生は今回が

初めての取組でしたが、教室に入ってみると、生徒たち一人ひとりが主体的取組み、

英語の自己紹介から始まり、AET といろいろなことを気軽に（私からするとこの「気軽

に」がすごい！）、英語で受けこたえをして、どの生徒も楽しく授業に取組んでいまし

た。今回も控え室にあいさつに行きましたが、前回同様、どぎまぎしながらあいさつし

ている私でした。生徒たちにあやかりたいです。 

 さて、右の写真は、３年生男子が体育館で合唱練習をしているところです。女子は

教室で練習をしていました。３年生は今日から卒業期にむけたカリキュラムになりま

す。これからは、卒業式練習、球技大会、美化活動、保健講座など、卒業するにあた

り、楽しい思い出づくりとともに、やらなければならないこと、しっかりと考えなければ

ならないことなど、一日一日を大切に過ごしてください。中学校に登校する日は、今日

の日を入れてあと１５日。毎日がとても早く感じますね。 

 明日は、東京ディスニー・シーへの卒業遠足。行ってらっしゃ～い！ 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 2月 17日(金)  

春一番！  学年末試験が終了  

       そして、甘～い写真部の作品も紹介します 

   

   

   

   

 今日の午前中に気象庁から、『春一番』の発表がありました。私は春一番といえば、

♪♪雪が溶けて 川となって 流れていきます～♪♪が思い浮かぶ古い人間です

が、今日で公立高校の面接試験や本校の学年末試験も終わり、そして私の目もかゆ

くなってきた気がして、春が間近になってきました。入試から開放され登校してきた３

年生の表情はとても柔らかく、来週からは、卒業期に向けたカリキュラムになります。 

 さて、恒例になりました職員室前に展示される写真部の作品展。今回のテーマは、

『Happy Valentine』です。板チョコやチョコの山の写真、ハート型の雲やパンジーの写



真など、スイートな雰囲気が漂う写真展です。外国では、チョコの代わりに花束を贈り

ますというメッセージとともに、パンジーの花ことば、「私を思って」が添えられていまし

た。「１４」の写真はどうやらカレンダーの一部のようです。いつもながら、子どもたちの

発想には驚くことばかりです。   

 

 

９組の調理実習より 

  ９組では、３年生と一緒に行う最後の調理実

習がありました。今日のメニューは、焼きそば、

スープ、フルーツポンチという豪華なメニュー。

お客様との対応が終わり、お腹が空いてきたな

と思ったところに、できたての焼きそばが校長

室に届きました。 

 とってもおいしく食べさせていただきました。ご

ちそうさま！ 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 2月 16日(木)  

学年末試験２日目 

  

 今日は学年末試験２日目。英語、数学、音楽の試験が行われました。ノート片手に

登校する生徒、いつもは生徒たちでいっぱいの休み時間の廊下も教室でテスト勉強

をしている生徒、学年末試験への意気込みが伝わってきます。明日は、理科・社会・

保健体育。最後まで頑張ってくださいね。 

 数百名の生徒が一斉に下校するので、昨日に引き続き、教員が通学路に分散して

下校指導を行っています。昔からの道路を通行するときには、生徒たちがあふれてご

迷惑をおかけすることもありますが、引き続き登下校のマナーについて指導していき

ます。よろしくお願いいたします。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 2月 15日(水)  

都筑区小学校学習発表会で９組が和太鼓を披露 

   

 今日は都筑公会堂において、都筑区小学校学習発表会が行われました。都筑区で

は毎年、この学習発表会に、中学校の個別支援学級の生徒たちが、輪番でステージ

発表します。今年は中川中学校がプログラムの最後に登場しました。 

 今日のステージは、和太鼓。『元気 ～友情と団結の中川魂～』がテーマです。１月

に行われた横浜市中学校個別支援学級の合同学芸会は、クラスのメンバーが体調

不良で参加できず、４人で頑張りましたが、今日はご覧のとおり！公会堂ホールに力

強い太鼓の音が響きました。演奏が終わるとたくさんの方から、「中川中の太鼓、よか

ったね！」と声をかけられ、私はとても嬉しかっです。改めて中学生の心身ともに成長

した姿を実感しました。 

 さて、今日は公立高校の入試。試験が終わって今頃は、帰宅した頃かな。お疲れさ

ま。明日からの面接試験も頑張ってください。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 2月 14日(火)  

明日は、”内も外も”テストです 

   

 今日の放課後のグランドや体育館には、いつもの元気な生徒たちの姿がありませ

ん。校長室からも誰もいないグランドが見え、生徒たちの声もなく、寂しい感じです

ね。 

 さて、明日から、校内でも校外でもテストが始まります。本校では、学年末試験が３

日間の予定で行われます。明日の試験は、国語・技術家庭・美術の３教科です。今年

度最後の試験、頑張ってください。また、３年生は、公立高校の学力検査が明日行わ

れます。そして、明後日からは、面接試験等が行われます。これが最後の入学試験。

これまでの学習の成果を存分に発揮し、頑張ってください。 

 夕暮れ時、４階から西の空をみると、雲間から太陽が出て丹沢山系のシルエットが

きれいでした。後輩たちに学校生活を委ね、夏ごろから始まった受験勉強は、見通し

が悪い雲の中みたいでしたが、間もなく今日の西の空のように、鮮やかに皆さんを映

し出すことでしょう。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 2月 13日(月)  

都筑区個別支援学級交流会 

   

 川和中学校の体育館を会場に、都筑区個別支援学級交流会が行われました。今日

までに３回行ってきましたが、本日の交流会が今年度最後となりました。宿泊学習を

はじめ、これまで班ごとの活動を行ってきましたが、３年生と一緒に活動するのも最後

になります。 

 会場校の川和中学校の生徒の進行でスムーズに進みました。最初におこなったレ

クは、班対抗『ボールあてゲーム』。ラグビーボールような形やどう転がるかわからな

い変形ボールを転がして相手にあてる狭いスペースで行うドッジボールを想像してく

ださい。生徒たちは予選リーグ後の順位決定リーグでは一段と盛り上がりました。 

   

 レクの後は、みんなで『すてきな友だち』を歌いました。今回の指揮者・伴奏者は東

山田中の皆さんでした。その後、３年生一人ひとりから１・２年生にメッセージが伝えら

れ、楽しかった愛川ふれあいの村の宿泊や班のみんなに協力してもらい嬉しかったこ

となど、それぞれの思い出が伝えられました。 

  



 ３年生のメッセージの後は、２年生代表のことば、そして３年生一人ひとりに班の後

輩たちからのメッセージが書かれたすてきな色紙が贈られました。色紙の表紙には、

それぞれの名前と写真のように桜の花びらに添えられた『卒業おめでとう』のメッセー

ジが書かれていました。 

 最後に、サプライズとして、『職員からの贈り物』として、先生たちの『恋ダンス』が披

露され、大いに盛り上がりました。 

 後輩たちをリードしてきた３年生のみなさん、ありがとうございました。 

   学校長  栗原 公明 

 

  



2017年 2月 10日(金)  

２年生 修学旅行事前学習 Part2 

   

   

 ２年生の修学旅行に向けた事前学習の一環として行われた班ごとに作成した、「テ

ーマで歩くモデルコース」の壁新聞を先日ホームページで紹介しましたが、今回は生

徒一人ひとりが調べてまとめたレポートを紹介します。２年生の廊下の壁にある個人

ファイルフォルダーに、完成した生徒たちのレポートが徐々に入り始めましたので、ご

紹介します。完成したレポートがこれからも次々とフォルダーに入り、廊下が奈良・京

都の古都一色になりますね。しっかりとした知識をもって見学することで、世界遺産の

すばらしさは何倍にもなります。 

英文書道部季節のメッセージ紹介 Part2 



  

 職員室前の棚に飾られている英文書道部のメッセージカードを紹介します。来週の

バレンタインデーにちなんだメッセージになっています。 

頑張れ受験生！ 

 左の写真は３年生の昇降口です。 

 靴箱に入っている上履きがとても少ないの

は、今日が私立高校の一般入試日のため。受

験のために上履きを持参しているのです。 

 明日も入試が行われる高校があり、また今日

の試験の合格発表が行われます。 

 頑張れ受験生！ 

  

   学校長  栗原 公明 

  



2017年 2月 9日(木)  

新入生保護者説明会 ご来校ありがとうございました。 

   

 本日午後３時より、本校体育館において新入生保護者説明会を行いました。雪交じ

りの寒い中、学区小学校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。短い時間の中でいろいろなことをお話しましたが、ご不明な点がありましたら、直

接中学校にお問い合わせください。みなさまのお子様が４月にご入学されることを楽

しみに待っています。 

 生徒の皆さん会場の片付けありがとうございます 

  

 保護者説明会終了後、男子バレー部とバドミントン部の生徒が、職員と一緒に体育

館のいす・シートの片づけの手伝いをしてもらいました。中学生の力は本当にすごく、

あっという間に片づけが終わりました。助かりました。ありがとうございます。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 2月 9日(木)  

都筑区リーダー研修会 

   

 昨日都筑区役所の会議室において、都筑区中学校リーダー研修会が行われまし

た。各中学校から生徒会本部役員を中心とした７名の生徒が参加し、総勢５６名で活

発な意見交換を行うことができました。今年度の研修会の運営は、中川中学校が担

当し、司会や話し合いの説明など、リーダー研修会が円滑に進めることができるよう

に、一人ひとりが頑張っていました。グループ協議では、「委員会との連携」、「生徒会

行事」、「生徒会活動の活性化を目指した独自の取組や工夫」について、話し合いま

した。他校との情報交換で得た取組を学校に持ち帰り、よりよい生徒会活動につなげ

てくださいね。 

  学校長  栗原 公明 

 

  



2017年 2月８日(水)  

自然教室 ～壁新聞を作ろう～ 

   

 １年生は新年度５月に予定されている自然教室に向けた事前学習の一環として、

「壁新聞」を作っています。クラスでは、次の６つのテーマを班ごとに分担して壁新聞

づくりに励んでいます。６つのテーマは、「長野の歴史」「長野のくらし」「長野の伝統芸

能」「長野の産業」「長野の観光地」「長野の自然」。各班では、編集長、副編集長、レ

タリング・イラスト責任者を中心に、編集・作成していきます。楽しみですね。 

 さて、１年生のすべての教室の黒板には、「見本」として３年生が修学旅行に向けて

作成したステキな壁新聞が掲示されていました。先輩たちの取組を自分たちが受け

継ぎ、次につなげていくことは、とてもすばらしいことだと思います。３年生にとっても、

大変うれしいことですね。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 2月 7日(火)  

全学年がそろう最後の全校朝会 

  

 今日の朝会は全校生徒が集う最後の「全校朝会」となりました。来月の朝会は、生

徒会主催の卒業期を前にした生徒朝会になります。今日の朝会では、今月の学校だ

よりにも書きましたが、節分・立春の話をしました。家から災いを追い出すために豆ま

きをしますが、心の中にいる鬼も追い出しましょうということで、「自分勝手」「わがま

ま」「困らせる」「不快にさせる」など、姿を見せない厄介な鬼を追い出し、新しいスター

トとなる「春」に向けて、まとめと準備をしてください。 

 「冬きたりなば春遠からじ」 今週末は、私立高校の入試・発表が続きます。相変わ

らず寒さが厳しいですが、春はすぐそこまできています。辛く苦しい日々を乗り越えた

ときには、幸せがまっています。みなさんの「合格」を心より祈っています。 

 校長の話に続き、表彰が行われました。表彰された皆さんの中から、横浜市総合文

化祭「作曲部門」において、２年連続最優秀賞を受賞した３年男子生徒に、ご自身が

作曲した『ザグレブの冬』を演奏していただきました。専門的なコメントはできません

が、「とにかく凄い！」（まったく、コメントになっていませんね・・・・） 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 2月 6日(月)  

力強いそして美しいな筆遣い 

   

 冬休みの課題となった書初めの作品の中で優秀な作品が、職員室前に展示されて

います。１年生は「新たな決意」、２年生は「夢を信じる」、３年生は「友好の精神」とい

うお題で書き、各学年の代表作だけあって、どの作品も力強く勢いが感じられ、作者

の真剣な息遣いと書に込められた気持ちが伝わってくるようでした。暦の上では立春

を向かえ、春になりました。明日からまた寒くなる予報ですが、確かに身の回りに「春」

を感じることが多くなってきました。３年生は、いよいよ今週末が私立高校の受験のピ

ーク。体調管理をしっかりと行い頑張ってください。 

 右の写真は、昨日本校体育館を会場として行われた都筑区剣道大会の写真です。

体育館の張り詰めた空気に、気合が入った声が響いていました。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 2月 3日(金)  

今日は立春  ９組のカレンダーは甘～いスイーツ！ 

 

 今月の９組のカレンダーは、バレンタインデーにちなんで甘～いスーツ。キャンディ

ー、クッキーがいっぱい。明日から、暦の上では「春」。学校の梅の花も開花し、春の

訪れを感じます。 

頑張れ受験生！ 

  

 月初めは技術員さんによる”なかちゅうぎゃらりー” 今月のテーマは、『合格祈願 

がんばれ受験生』。「岡村天満宮」の写真です。みなさんも岡村といえば、『ゆず』を連

想されるように、この神社には「ゆずの壁画」があります。 



 そして、校長室の扉には、赤鬼が登場。「福は内！鬼は外！」「がんばれ受験生、自

信は内！不安は外！」のメッセージ。ちょっと、キレのないコピーですが、３年生のみ

なさん、応援しています。 

 朝の情報番組をみていたら、鬼には５色、赤鬼、青鬼、黄鬼、緑鬼、黒鬼があり、人

間の心の鬼の色だそうです。ちなみに、校長室の赤鬼は、「欲深い心」を表すそうで

す。受験勉強を妨げる欲望には豆をぶつけて打ち砕き、知識には貪欲になりましょ

う。これは、「欲深いこと」にはなりませんよね、赤鬼さん！ 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 2月 2日(木)  

３年生は学年末試験が始まりました 

  

 ３年生は今日から学年末試験が始まりました。義務教育で受ける最後の定期テスト

になります。テスト問題を見てみると、入試を意識した問題や学習のまとめを感じさせ

る問題も見られ、「卒業」「最後の」という言葉が、ここにも感じられました。 

 また３年生のフロアを歩いていると、とてもスッキリ感というか”色”の寂しさを感じま

した。そういえば、これまで廊下の壁面には、高校の文化祭や学校説明会の案内、ポ

スターがぎっしりと掲示されていました。ここにもまた「卒業」を見つけました。 

  学校長   栗原 公明 

  



2017年 2月 1日(水)  

４月にこの教室で勉強するのかな？！ 

   

 小中連携の取組の一環として行われている学区小学６年生が来校して、中学校の

授業を参観することが昨日より行われています。昨日は中川小学校、今日は南山田

小学校の児童の皆さんが来校されました。明日は、牛久保小学校の皆さんが来校し

ます。 

 １年生の授業を参観してもらいましたが、中学生たちは、昨年まで一緒に学校生活

を送ってきた後輩たちがくるので、授業でもテンションがあがり気味、懐かしい小学校

の先生に手を振っている生徒もいました。生徒の皆さん、自分たちが立派に成長した

姿を先生や後輩たちにしっかりとみせることができましたか？ 

 あと２か月ほど経つと中学生。今日参観した教室で勉強する人もいますね。今年も

小学校の朝会でお話をさせていただきます。牛久保小は、２月７日（火）、中川小は２

月２７日（月）、南山田小は２月２８日（火）になります。よろしくお願いします。 

  学校長  栗原 公明 

 

 


