
2017年 3月 1日(水)  

卒業式練習 Part2 

   

 ３年生は２回目となる卒業式練習。今日は入場から行いました。私が体育館に入っ

たときには、後半クラスが入場しているところでしたが、体育館内は本番さながらの緊

張感と張り詰めた空気がとても心地よかったです。今回も代表生徒が３年間の学校

生活を振り返り、「全力で頑張れば成功する」という言葉が印象的でした。そして、今

回話をすることになっている教員からは、合唱に寄せる思いが伝えられました。 

２年修学旅行班新聞紹介 Part2 

   

   

 これから、出かけなければならないので、掲載数が少なくてごめんなさい。 

   学校長 栗原 公明 

  



2017年 3月 2日(木)  

今年のカレンダーもあと１枚！？ 

  

 月始めの恒例の写真をご紹介します。９組のカレンダーも最後の１枚となりました。

今月は、春そして卒業式の季節にちなみ、チューリップの花々と卒業証書がデザイン

されています。最後の１枚となったカレンダーが、卒業そして学年末をリアルに感じさ

せています。また、技術員さんによる「なかちゅうぎゃらりー」も金沢動物園にいたウオ

ンバットの写真とともに「ご卒業おめでとうございます」のメッセージが３年生を祝福し

ています。 

 さて、３年生は明日、保健講座が予定されています。都筑区保健福祉センターの助

産師さん、保健師さん、地域の乳幼児とお母さんに来校していただき、育児・妊婦体

験等盛りだくさんの講座が予定されています。明日のホームページでご紹介しますの

で、お楽しみに！ 

  



２年修学旅行班新聞紹介 Part３ 

   

   

   

   

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 3月 3日(金)  

中川中の特色ある教育活動紹介！ 

  

 以前にもご紹介したことがありますが、本校に読み聞かせのボランティアとして来て

いただいている『おはなしの宿』の皆さんが、今年度最後の読みきかせを９組で行い

ました。『おはなしの宿』の皆さんは、１年生全クラスには読書週間の時に、そして９組

には毎週金曜日に来ていただいています。今日は、今年度最後ということで、スペシ

ャルバージョンでした。『うごいちゃだめ』という絵本でしたが、BGMには琴の演奏、そ

して日用雑貨を使った擬音によるリアルな音響効果など、すばらしい演出でに、子ど

もたちは絵本の世界に！ ありがとうございました。 

  

乳幼児とのふれあい体験、育児体験など ～保健講座～ 

    

 毎年３年生を対象に行っている保健講座。最初に全員が体育館で、いのちについ

て、そして思春期の体と心の変化について、都筑区保健福祉センターの保健師さん

からお話を伺いました。そして、クラスごとに、さまざまな体験をローテーションで行い

ました。写真は、妊婦体験のジャケット（約８キロ）を着て、トイレットペーパーを購入し

て運んだり、毛布等を干したりしました。 



   

 育児体験では、乳児人形で着替え、おむつ替えを行いました。乳児人形はとてもリ

アルで、体重も３キロほど、「哲平」「周平」「ももか」など、足首に名前のタグがついて

いました。 

   

 沐浴体験では、乳児人形を使ってお風呂にいれました。私が見た男子はとても上手

で乳児人形はとても気持ちよさそうでした！？ 

 また、武道場では、乳児人形ではなく、実際にきていただいた乳幼児と抱っこした

り、一緒に遊んだりしました。保護者の方々からも子育てのお話を伺いました。体育

館や武道場では、たくさんの”育めん”が大活躍でした。 

 最後になりましたが、本校 PTA本部、委員会、保護者の皆様には、ボランティアとし

て保健講座の運営に関わっていただき、ありがとうございました。皆様のご協力に心

より感謝申しあげます。 

※今回はお伝えすることが盛りだくさんとなりましたので、修学旅行班新聞の紹介は  

次回とさせていただきます。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 3月 6日(月)  

更正保護バザーにボランティアとして参加 

  

 ３月４日（土）、都筑区役所ホールにて、平成２９年度更正保護バザーが行われまし

た。毎年中川中の生徒がボランティアとして参加し、物品の販売のお手伝いをしてい

ます。当日は写真のように、ものすごい人・人・人でした。今回は、剣道部の２年生女

子４名にボランティアとして参加してもらい、大勢のお客様を相手に大忙しでした。左

の写真の黄緑色のウインドブレーカーを着ているのが本校生徒です。ありがとうござ

いました。 

  

  



横浜市教育委員会表彰 

  

 ３月５日（日）、サイエンスフロンティア高校の講堂で、平成２９年度横浜市教育委員

会表彰が行われました。《地域協力者部門》において、本校で読み聞かせのボランテ

ィア活動をしていただいている『おはなしの宿』の皆さんが受賞されました。以前にも

ご紹介しましたが、本校９組には毎週来ていただき、また読書週間の時にも１年生全

クラスで読み聞かせをしていただいております。１０年以上続いている活動です。そし

て、《児童生徒：体育部門》では、国際親善空手選手権大会で優勝した３年女子生徒

が受賞されました。おめでとうございます。 

 表彰者の集合写真を掲載しましたが、明るさが不足してわかりづらい写真になって

しまいました。表彰式の雰囲気が伝われば幸いです。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 3月 7日(火)  

生徒朝会は”3年生を送る会” 

   

 今日は生徒朝会の時間に「3年生を送る会」を行いました。最初に部活動の 1･2年

生からのビデオメッセージ。各部から 3年生に感謝の気持ちが伝えられました。部活

動の特色が出ていて、笑いあり、元気あり、別れの寂しさありのメッセージでした。そ

して、次の映像は、今年度のおもな行事で、最上級生として下級生たちをリードしてき

た 3年生の雄姿。本校の伝統となっている応援団と体育祭、「異次元の合唱」といわ

れた文化祭などの映像が流れました。最後に、後輩たちから 3年生に記念品が贈ら

れました。記念品を紹介します。 

 

 在校生がハートのメッセージカードに感謝の言葉を書き、そのカードを貼り合わせ

て、巨大な「Thanks」というメッセージが誕生しました。 

  

 



演劇部の校内発表会 『見えぬ先に見えたもの』 

   

 本日 16時から、本校体育館で演劇部のステージ発表がありました。本日上演した

劇は、年末に青葉公会堂で行われた横浜市創作劇発表会で上演する予定だったも

のです。しかし、当日は部員たちがインフルエンザ等で体調を崩し、残念ながら参加

できませんでした。そこで、発表会に向けて生徒たちが脚本をつくり稽古をしてきたの

で、ぜひとも本校生徒に見てもらいたいということで本日の上演となりました。今日は

150名あまりの生徒、保護者、教職員が観客として体育館に集まり、部員たちの熱演

に、最後のカーテンコールでは大きな拍手が会場を包み込みました。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 3月 8日(水)  

卒業式に向けて 

   

 ５校時は、６日（月）に引き続き、卒業式に向けた１・２年合同の歌練習を行いまし

た。生徒たちは、教員の注意がなくても、各自が話をやめて写真のように静かに整列

できました。とても立派ですね。校歌、横浜市歌、「時を越えて」と３曲を歌い、３曲目

は生徒が指揮を行いました。「気持ちを込めて一生懸命に歌おう！」という教員の呼

びかけに応えるように、すばらしい歌声が体育館に響きました。全体の歌声はすばら

しく、特に男子の歌声がすばらしかったです。「３年生が卒業しても、私たちに任せてく

ださい」とアピールしているように聞こえました。頼もしい限りです。３年生は約３００

名、１・２年生は約５００名です。１･２年生の気持ちと人数で、「異次元の合唱集団」に

感動を伝えましょう。 

  



２年修学旅行事前学習班新聞紹介 Part4 

毎回お伝えしたいことが多く、ちょっと間が空いてしまい申し訳ございませんでした。 

今回で班新聞の紹介が終わります。 

   

   

   

   

   

 学校長  栗原 公明 



2017年 3月 9日(木)  

明日の卒業式に向けて 

  

 明日は卒業式。今日は卒業式予行を行いました。3年生が入場する前に、1･2年生

のみで、式の流れの確認、礼法、そして合唱練習と進みました。左の写真は、１・2年

生で「時を越えて」の合唱です。力強いすばらしい歌声が体育館に響きました。 

 右の写真は、3年生の合唱。１・2年生の合唱に刺激されて（？）、こちらもすばらし

い合唱でした。今日は、「旅立ちの日に」のみを歌い、「群青」は明日のお楽しみに、と

いうことで、楽しみです。今年の卒業生は 8 クラスなので、明日の体育館は 1500名

あまりになると思います。在校生の座席は狭くて窮屈なのですが、予行が行われてい

る最中は、式に集中してとても立派でした。 

  

 午後は、１・2年生の係生徒による卒業式の準備が行われました。男女バレーボー

ル部、男女バスケットボール部、バドミントン部、剣道部、美術部、茶道部、写真部、

美化委員、学級委員、放送委員、生徒会本部役員のみなさん、本当にありがとうござ

いました。 



 

 ２年生のみなさんが一生懸命に式場をつくっていただき、１時間半ほどで、こんなに

立派な式場ができました。また、中川中学校同窓会様より、創立７０周年を記念して、

紅白幕を寄贈していただき、華やかな式場になりました。ありがとうございます。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 3月 10日(金)  

第 70回卒業証書授与式 

  

 第 70回卒業証書授与式が盛大に行うことができました。日頃より学校を支えいた

だいている保護者・地域の皆様、学校関係者の皆様に心より感謝申しあげます。そし

て、今日の卒業式の一番の原動力は、主役である卒業生、そして今回は主役を引き

立てる名脇役となった１・2年生。改めて生徒たちの力を感じました。そして、生徒たち

の力を引き出し演出させ、またご来賓・保護者の皆様をおもてなしの心で、今日の準

備にあたった教職員の力。まさしく「チーム中川」が、今日のすばらしい卒業式につな

がりました。 卒業式では、在校生の「時を越えて」はすばらしい合唱でしたが、卒業

生の合唱は、ことばに表すのは失礼なくらいの合唱でした。私事ですが、担任から離

れて 12年、卒業式で涙が出ました。 本日の卒業式には、本校同窓会の会長様にも

ご来校いただきました。会場を華やかな雰囲気にしていただいた紅白幕を改めてご紹

介いたします。 

   

 卒業証書授与式、最後のクラスでの学活を終えた生徒たちは、多くの人たちに見送

られ、校庭に人の輪ができました。校庭では名残惜しく、人の輪があちらこちらにでき

ては移動していました。校庭の喧騒とうって変わり、3年生の教室は、主がいなくな

り、シ～ンとしていました。 

  学校長  栗原 公明 



2017年 3月 13日(月)  

つづきMYプラザまつりに生徒たちがボランティア参加 

  

 3月 12日（日）、つづき MYプラザ（都筑多文化・青少年交流プラザ）において、国

際交流と青少年のためのプラザまつりが開催されました。本校の美術部と英文書道

部の生徒が運営スタッフとしてボランティア参加しました。 

 写真は美術部が作成した壁画で、ミニステージが行われる正面に展示されいまし

た。とてもきれいな色合いで街並みを表現し、小さくて写真ではわかりませんが、「国

際交流」を意識して、お店の人や通行人の中には、サリーやターバンを身につけた人

もいます。背景には、横浜のみなとみらいのホテル、スカイツリー、富士山、お城、鳥

居など、横浜と日本が満載！ 美術部のみなさんは、会場内でも販売やお茶の提供

など、一生懸命活動していました。 

   



   

 今度は、英文書道部の活動を紹介します。会場内の体験コーナーの表示は、英文

書道部が依頼され、準備をしました。また、「水引」「折り紙」のコーナーでは、担当の

方からご指導をいただき、生徒たちが訪れたお子さんたちに丁寧に作り方を教えてい

ました。写真は生徒が作成した水引や折り紙です。初めての体験だということでした

が、とても器用につくり、教え方もうまく大好評でした。 

 

 最後に私が体験したコーナーを紹介します。この写真は、「麹菌で絵を描こう」という

コーナーで作ったものです。部活以外でボランティアとして参加している本校生徒が

担当しているコーナーでした。和食に欠かせない麹菌のすごさを学ぶことができまし

た。でんぷんが下地になっている部分に、麹菌をつけた綿棒で絵を描き、ヨウ素を吹

きかけると、麹菌がでんぷんを分解し、描いた絵の部分が着色せず、絵が浮き出てき

ました。なぜこうなるのか、担当してもらった生徒からわかりやすく教えていただきまし

た。楽しませていただき、ありがとうございました。 

 学区にある施設なので、これからも交流ができたらよいと思います。 

   学校長  栗原 公明 

 

 

  



2017年 3月 14日(火)  

１年生球技大会 

  

   

 今日は１年生の球技大会が行われました。朝は小雨模様で開催が危ぶまれたので

すが、開会式の頃には雨があがり、無事行うことができました。種目は、サッカー、バ

レーボール、ドッヂボールです。天候の影響で、会場を変更した種目がありましたが、

生徒たちは一球一球に歓声と声援が湧き起こり、熱戦が繰り広げられました。特に武

道場が会場となったドッヂボールは、狭い会場により、迫力ある試合が展開されまし

た。  速報！《試合結果》 

 ◆男子サッカー   1位 3組  2位 6組  3位 2組 

 ◆女子バレーボール 1位 5組  2位 2組  3位 3組・6組 

 ◆男子ドッヂボール 1位 6組  2位 3組  3位 1組・5組 

 ◆女子ドッヂボール 1位 3組  2位 ５組   3位 6組 



３年生の清掃ボランティア 

  

 午前中、卒業生した３年生４０名ほどがボランティアとして登校し、階段・廊下の磨き

だしとワックスがけをしていただきました。廊下や階段がピカピカ！気持ちがいいです

ね。 

特報！ 入学式特別合唱隊結成！ 

 3月 10日に卒業式を終えたばかりですが、昨日の放課後、2年生 80名が体育館

に集まり、入学式特別合唱隊が結成されました。入学式では、「校歌」を紹介し、「歌

え 歌え！」を合唱します。あと 4回の練習が予定されています。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 3月 15日(水)  

廊下・階段がピカピカ！片付けもスッキリ！ 

   

 職員の朝礼が終わり、いつものように校内を歩き始めて、思わず「おっ！」と声を上

げてしまうほど素晴らしかったのが、昨日 3年生のボランティアが磨きだし、ワックス

がけを行った後の片付けでした。3年昇降口には、昨日使用したたわしや雑巾など

が、ご覧のようにきちんと整理され、片付けられていました。片付けることは当たり前

のことですが、私たちの日常で、『大切にしなければならないこと』を教えられた思い

です。 

 さて、気持ちがスッキリしたところで、階段を上がり、廊下を歩くと、写真のようにこち

らもとても気持ちがよい、とてもきれいな階段、廊下。鏡のように、壁や踊り場の桟が

床に映りこんでいました。 

 施設はピカピカ！ 片付けはスッキリ！ お腹はペコペコ？（失礼しました） 

  学校長  栗原 公明 

 

  



2017年 3月 16日(木)  

２年球技大会 

  

  

 今日は２年生の球技大会が行われました。朝は霜が降り寒かったのですが、暖か

な春の日差しに生徒たちは汗ばむようになってきました。開会式は生徒たちが主体的

に運営し、実行委員による各競技の説明や球技大会全般の諸注意など、学年の生

徒たちがしっかりと聞いていました。 

 種目は、男子サッカー、女子バレーボール、男女ハンドボール。上グランドでサッカ

ー、下グランドでハンドボール（前半女子、後半男子で競技）、体育館でバレーボール

が行われ、どの会場に行っても、選手が一生懸命に戦い、そして仲間を応援する姿

がありました。 

 ３年生が卒業した中川中学校では最上級生の２年生ですが、球技大会の運営やみ

んなで支え盛り上げていこうとする姿を見ていると、とても頼もしく嬉しいですね。 

 それでは、球技大会の結果をお知らせします。 



 ◆バレーボール  優勝 ４組 

 ◆サッカー    優勝 ４組 

 ◆ハンドボール  優勝 ７組 

 ◆総合  優勝 ４組  ２位 ５組  ３位 １組 

 ◆大縄跳び  優勝 ７組 

  （午後の部として、大縄跳びが行われました） 

  

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 3月 17日(金)  

ちはやぶる  百人一首頂上決戦！ 

  

 今年度学年ごとに行われた百人一首大会の上位２名が学年チームとなり、１年生２

名と２年生２名のチームによる一騎打ち、”頂上決戦”が昼休みに、本校武道場で行

われました。百人一首では、４人とも学年のトップレベルの生徒なので、詠み手が詠

み始めると同時に札をとる音が響きました。卒業式では、”異次元の合唱”というフレ

ーズを使わせてもらいましたが、武道場はまさに異次元の世界でした。あまりにも早

過ぎて、とった札があっているのかあっていないのか、私にはわかりませんでした。 

今回は応援については、クラスの生徒のみに制限しましたが、多くの生徒が応援に駆

けつけ、札を取るたびに、歓声があがりました。 

あの感動をもう一度 

  



  

  

  

 



 今日は学区内の小学校のうち、２校で卒業式が行われました。本校の感動的な卒

業式から、もう１週間が経ってしまったのですね。そこで、卒業式当日のホームページ

で紹介できなかった写真を掲載します。後輩たちが３年生の教室の黒板に書いたお

祝いのメッセージです。お祝いの気持ちをこめて、ていねいに書かれた黒板をご覧く

ださい。写真は、左上から順番に１組から９組になります。 

 《お礼》   

皆様に本校ホームページをご愛読いただき、アクセス数が１５万を超えることができ

ました。ありがとうございます。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 3月 21日(火)  

入学式合唱団 

   

 先日もお伝えしましたが、卒業式後に結成された「入学式合唱団」。今日は２回目の

練習が放課後行われました。２年生８０名が集まり、まずは４つのパートごとに練習を

始めました。生徒たちが主体的に練習に取り組み、次は体育館の中央に集まって合

わせましょうと教員が呼びかけると、生徒たちは写真のように速やかに移動し、サー

クル状になり、全体であわせることになりました。仕上げは、本番のようにステージ前

に並び、全体で合唱をしました。それぞれの動きもすばらしかったですが、合唱もすば

らしかったです。生徒一人ひとりの意識の高さを強く感じました。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 3月 22日(水)  

１年間の感謝を込めて大掃除 

   

 今年度も残すところあと２日。今日は１年間学習し生活してきた教室の大掃除。昨

日は、今日の大掃除がスムーズに行えるように、美化委員が磨きだしやワックスがけ

用具などをクラス表示に合わせて、きれいに並べていました。ワックスも小分けにし

て、準備万端！そして、今日は、昇降口の靴箱清掃がやりやすいように、登校したら

各自が下足を袋に入れて教室に持参したため、写真のように下駄箱は、私が校内を

回ったときには、スッキリ！ 

   

 さて、３校時から大掃除が始まりました。教室にあるものはすべて廊下に出され、ご

覧のように何もなくなった教室では、生徒たちが一列に並んで、たわしで床の磨きだし

を一生懸命に行っていました。みなさんのおかげで、ワックスを塗り終えた教室は、床

がピカピカになりました。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 3月 23日(木)  

学年集会で１年のまとめ＆大掃除 Part2(廊下・階段) 

  

  今日は今年度最後の教科授業が行われました。３校時からは、学年集会と大掃

除。１年学年集会は、最後の一部分しかみられませんでしたが、この１年間の生徒の

活動をまとめた写真のスライドショーがとてもよかったです。入学式の写真から始まり

ましたが、この一年間で心身ともに大きく成長した様子が映し出されました。体育祭や

文化祭をはじめとする行事や学校生活の写真に懐かしさを感じるくらいの成長を感じ

ました。 

 ２年生の学年集会は、クイズ形式でこの一年間を振り返り、そして来年度の修学旅

行のスローガンの発表など、来年に向けた「心の準備」を感じる集会となりました。３

年生が卒業した後、入学式合唱団の歌声、球技大会の運営、落ち着いた中川の時間

など、最上級生としての自覚を感じさせる言動が学校生活で見受けられ、新年度、後

輩たちの手本となる最上級生となってください。 

  



 今日の大掃除 Part2は、昨日の教室階段に引き続き、廊下・階段のエリアの磨きだ

し、ワックスがけを行いました。写真のように廊下・階段に生徒がいっぱいに広がり、

丁寧にたわしで床の磨きだしを行っていました。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 3月 24日(金)  

平成２８年度修了式 

   

 平成２８年度修了式を本日行いました。校長からの話の後、表彰を行いました。最

初に、本校で１０年以上も読み聞かせのボランティアとして来ていただいている「おは

なしの宿」の皆さんに来校していただき、表彰後お話をいただきました。そして、図書

委員会の表彰、図書委員会の広報紙が横浜市で優秀賞となりました。全部で７号あ

りますが、１号と２号をご紹介します。また、先日行われたつづき MYプラザまつりに、

壁画作成や運営スタッフとして参加し、大活躍だった美術部と英文書道部に感謝状が

届き、全校の皆さんにご披露しました。 

 

「おはなしの宿」の表彰状 



 

離任式 

 修了式後、４月の離任式に都合により出席できない教職員を対象に、本日離任式を

行いました。卒業生や保護者・PTA本部役員の皆様にご来校いただき、心よりお礼

申しあげます。授業、部活動、委員会活動など、生徒たちに寄り添い、熱心にご指導

いただいた教職員のみなさま、ありがとうございました。 

     

  

  



入学式特別合唱隊の練習 

 

 学活終了後、今年度最後の入学式特別合唱隊の練習が行われました。体育館に

近づくと、生徒の合唱が聞こえてきました。体育館の中で聞いた合唱は、ものすごく迫

力のあるすばらしい合唱でした。新入生のみなさん、楽しみにしてください！ 

 最後になりましたが、保護者の皆様、地域の皆様、学校関係者の皆様のお力添え

をいただき、平成２８年度を無事終えることができました。ありがとうございました。新

年度もよろしくお願いいたします。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 3月 25日(土)  

写真部作品発表会 

 本校体育館において、写真部発表会が行われました。１・２年生の部員がこの一年

間に撮影した写真を各自が選び、部員一人ひとりのスライドショーとして発表しまし

た。被写体は、撮影会で出かけたみなとみらい、港の見える丘公園、三渓園などの横

浜の観光スポットをはじめ、羽田空港、江ノ島水族館、中川中近隣の公園、旅先の写

真など、バラエティーにとんでいました。午前中は、校長室の片づけをしていて、部屋

はぐちゃぐちゃ、心も頭もぐちゃぐちゃの私でしたが、すてきな風景やかわいい小動物

の写真、おいしそうなスイーツに癒され、元気が復活してブログを書いているところで

す。 

 スライドショー後に、部員たちによる撮影テクニックのワンポイントレッスンがありまし

た。構図の取り方、撮影角度など、これからのブログの写真撮影に役立ちそうです。

ちなみに、料理をおいしく撮るコツは４５度の角度から撮るといいそうです。私は真上

から撮っていました。 

 スライドショーの写真はどれもすばらしい作品ばかりでしたが、私がアトランダムに

撮った発表会写真を掲載します。 

    

   



   

   

   

   

   

   



   

 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 3月 26日(日)  

３月２７日は、吹奏楽部定期演奏会 

 

 明日は、本校吹奏楽部の定期演奏会が行われます。３年生にとっては、先日行わ

れた卒業式に引き続き、吹奏楽部の卒業式になります。３年間ともに活動してきた仲

間との最後の演奏になります。ぜひとも、都筑公会堂へご来場ください。 

 ◆日時  ３月２７日（月） 

 ◆会場  都筑公会堂 

 ◆開場  １６：３０ 

 ◆開演  １７：００ 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 3月 27日(月)  

桜も寒そうです 開花はまだですね 

 

 今日も真冬並みの寒さとなり、本校の桜もつぼみの先がほんのりピンク色になった

ところで、足踏み状態です。今日は、来年度予定している創立 70周年記念行事にむ

けて、第 3回準備委員会を開催いたしました。委員の皆様方には、とても寒くお足元

が悪い中をご来校いただきまして本当にありがとうございました。来年度からは、実行

委員会として、10月 28日（土）に予定している記念式典・祝賀会に向けた準備を行っ

てまいります。よろしくお願いいたします。 

 さて、今日あたり桜の開花をご紹介できるかなと思っていましたが、ご覧のとおりで

すので、桜に負けないとてもきれいな英文書道部の職員室前の作品をご紹介しま

す。 

   

 本日、本校吹奏楽部が、都筑公会堂において、16時 30分開場、17時開演で定期

演奏会を行います。多くのみなさまのご来場をお待ちしております。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 3月 30日(木)  

第 36回吹奏楽部定期演奏会 

  

 3月 27日(月)、都筑公会堂において、本校吹奏楽部第 36回定期演奏会を行いま

した。演奏会当日は、たくさんの生徒・保護者の皆さん、地域の皆さんにご来場いた

だき、盛大な演奏会となりました。心よりお礼申しあげます。 

 私は出張先から急いで戻ってきたのですが、一部には間に合わず、二部の演奏か

らになってしまいました。学年末の忙しさと出張の疲れも、生徒たちのすばらしい演奏

により解消！とても心地よい時間となりました。演奏会の演出もいろいろと工夫がなさ

れ、「アラジン」の演奏では、主人公をはじめおもな登場人物が出てくる劇もおりまぜ、

すてきな衣装とともに大いに楽しませていただきました。また、昨年話題となったドラ

マ『逃げ恥』の恋ダンスも曲とともに披露されました。 

   



  

部員からは顧問の先生方に花束が贈られました。そして、卒業式の担任の呼名のよ

うな雰囲気で顧問による 3年生の紹介と後輩たちから花束が渡され、最後に本校吹

奏楽部の十八番『ルパン 3世のテーマ』でフィナーレを迎えました。 

  

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 3月 31日  

出番を待っています！ 

  

 今日の朝刊には、横浜市の教員の異動が掲載されていました。小学校や中学校で

お世話になった先生の名前をご覧になり、家族や友達との会話のなかで、話題になっ

たことと思います。本校教職員にも退職・異動する教職員がいます。離退任式は、4

月 6日に予定されています。 

 さて、春は別れとともに出会いの季節。明日から 4月になり、中学校も第 71期とな

る新入生を楽しみに待っているところです。出番を待っているのは新入生だけではな

く、校庭の桜も同じです。校庭の桜は、ようやく咲き始め、「開花宣言」（？）を出すこと

ができました。そして、9組からいただいた平成 29年度版のカレンダーも出番を待っ

ています。4月のデザインが楽しみですね。 

  



春季女子バレーボール区大会 3位 

 

 本日、本校体育館において、都筑区春季バレーボール大会が行われました。見事

3位に入賞しました。おめでとうございます。 

  学校長  栗原 公明 

 


