
2017年 4月 28日（金）  

修学旅行しおり表紙絵はどの作品かな 

  

 3年生は、中川の時間を利用して、先日お紹介した修学旅行しおり表紙絵（4月 24

日のホームページで紹介）を決める投票を行いました。14作品はどれもすてきな作品

ぞろいで、どの作品が選ばれるのか楽しみです。 

 修学旅行は 6月 3日からですが、連休が入るため、実質さほど準備する時間が限

られており、26日の総合の時間では、次の写真のように班ごとに京都市内の班別自

主行動のコースを決めてました。コース決めにあたり、見学したい寺社もさることなが

ら、「食」についても関心が高いようでした。 

 今日の午後には、3年生の保護者を対象に、修学旅行説明会と進路説明会を実施

します。 

  

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 4月 27日（木）  

体育祭に向けたクラス色決め 

   

   

 今日の朝会は、体育祭のクラス色決めを行いました。ＢＧＭにあわせて各色の団長

がステージに登場しました。先日行われた立候補の演説会で見た時より、一段と頼も

しくなった気がします。1年 1組から順番にステージに登場しました。箱の中から色決

めのボールを取り出し、そしてその色の団長のもとに行き、「よろしく！」ということで握

手をかわした後、次のクラスの抽選に移っていきました。 

地区別集会、集団下校 

   

 災害や不審者に備え、地区別集会、集団下校訓練を行いました。地区ごとに分か

れて、各学年の代表・副代表を決め、代表に選ばれた生徒はみんなの前でしっかりと

あいさつをしていました。この後、地区毎の解散場所まで教員が引率して下校しまし

た。 

 学校長  栗原 公明 



2017年 4月 26日（水）  

朝の風景 

   

 今日は一日のスタート、生徒たちの「朝の風景」を紹介します。職員の朝礼が終わ

り、昇降口で生徒をお出迎えするのが私の日課なのですが、写真のように出会う生

徒は少なく、ちょっと手持ち無沙汰で、贅沢な悩みです。遅刻まであと 3分くらいの時

間帯ですが、生徒たちは余裕をもって登校し、教室で始業の準備をしています。ぎり

ぎりの時間になる生徒も時々いますが、大抵そういう場合は、息を切りながら走ってき

ます。どうせ間に合うから「歩こう」と考えるか、いや「走ろう」と考えるかは、結果として

は変わらないかもしれませんが、この意識の持ち方は、学校生活を考えるとき、意外

と大きな意義あることかもしれませんね。 

 生徒たちは、朝学活までの 10分間の「中川の時間」は、委員会の報告、体育祭や

文化祭などの行事に関する話し合い、読書などの時間として活用していますが、この

日はみんな集中している読書の時間でした。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 4月 25日（火）  

校長室の紹介です！ 

 

 本校の英文書道部の皆さんに校長室のプレートを作ってもらえないかなとお願いを

したら、さっそく今日届けていただきました。みなさんもご存知の水玉と網目を用いた

絵画を制作している前衛芸術家、小説家の草間彌生さんの似顔絵も入っています。

「Welcome」のプレートともに、華やかな校長室のドアになりました。 

  

 まもなく 5月、校長室の入口では鯉のぼりが気持ちよさそうに泳いでいましたが、す

っかり主役の座を奪われ、心なしか元気がなさそうです。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 4月 24日（月）  

修学旅行のしおり表紙絵はどの作品に！？ 

 

 

 修学旅行（6月 3日～5日）に向けた準備が着々と進んでいるようです。3年生のフ

ロアには、修学旅行のしおり表紙絵の候補作品が 14点掲示されています。奈良・京

都の代表的な建造物や古都の情緒や雰囲気を伝えるイラストがとても丁寧に描かれ

ています。選ぶとなったら迷ってしまうくらいそれぞれがすてきな作品です。 

 

 



図書室からのお薦め本紹介！ 

 

 紹介されている主な本を掲載します。ハリーポッターと賢者の石、ハリーポッターと

呪いの子、昨夜のカレー明日のパン、しんせかい、火花、素数ゼミの謎、面白く眠れ

なくなる数学、スクラップ・アンド・ビルド、海の見える理髪店、また同じ夢を見ていた、

掟上今日子の備忘録、西尾維新さんのシリーズなどが展示されています。午前中図

書室に行き、改めて昼休み本の名前を確認しようと図書室に行ったところ、何冊かは

貸し出されていました。本屋大賞受賞した長編小説「天地明察」も貸出されていました

ね。 

 学校長 栗原 公明 

 

 

  



2017年 4月 21日  

9組のみなさん、お花の植え付けありがとう 

  

  

 都筑区花いっぱい運動の一環として、区役所から花の苗をいただきました。昨日、さ

っそく、9組のみなさんが、プランターに土を入れ、色のバランスを考えながら花苗を

植えました。正門入って、左手に並んでいるプランターが昨日植えた花苗で、中川中

を訪れたお客様をお出迎えしています。土を入れる、花苗を植える、プランターを運

ぶ、片づけをするなど、みんなで分担し合いながら、自分の仕事が終わると他のお友

だちの手伝いをするなど、みんな頑張りました。 

 最後の写真は、今日の 9組の実習で調理した筍の味噌汁と煮物。昼食時に校長室

に届けていただきました。季節のおいしいものを食べると元気が出てきます。おかげ

で、午後も頑張れます！ 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 4月 20日  

今年も！！ 「そうだ！図書室に行こう」 

 

 ４月２３日は「子ども読書の日」。そして、４月２３日～５月１２日まで、「こども読書週

間」となります。某鉄道会社の「そうだ！ ～に行こう」キャンペーンは終わりました

が、中川中の「そうだ！ 図書室に行こう」は、１年中キャンペーンを実施しています。

学校司書さんのおかげで、１年中キャンペーンを行うことができるほど図書室が整備

され、現在は歴代の本屋大賞受賞作や直木賞など旬の本が書架に置かれていま

す。 

   

 2017年の本屋大賞受賞、そして直木賞受賞作である『蜜蜂と遠雷』を紹介する手作

りポスターは、本が立体的にデザインされています。 

  

 学校長 栗原 公明 



2017年４月 19日  

応援団長決まる！ 

   

 今日の 3年生学年朝会では、先日行われた応援団長選挙で見事応援団長に選ば

れた３名による体育祭に向けた決意表明が行われました。そして、各団長が所属する

色を決めました。前回の学校日記でも書きましたが、立候補した 8人の体育祭への

思いは立派ですばらしく、全員が団長にふさわしい生徒たちでした。体育祭の応援が

大成功になるようみなさんの力をお願いします。 

 また、今日の午前中は、3年生の内科検診が行われました。校医の先生にお話を

伺ったところ、最近乾燥しているので乾燥肌の生徒が気になったこと、立ち姿勢からし

ゃがむ姿勢になった時に後ろに転がってしまう生徒がいることなどの話を伺いました。

日常使わないところが硬くなっているからで、ストレッチで改善できますと話されてい

ました。そういえば、トイレも和式から洋式になり、日常ではあまり見かけない動作で

すね。もちろん、私は和式世代でしたので、しゃがんでみたら大丈夫でした。これっ

て、自慢できることでしょうか。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 4月 18日  

体育祭応援団長決め 

   

   

   

   

 昨日の 3年授業参観は、体育館に学年生徒が集まり、体育祭応援団長を決めるた

め、立候補者によるアピール、演説が行われました。体育祭実行委員が司会を務

め、体育祭実行委員長が体育祭への思いを熱く語りました。そして、男子 6名、女子

2名、計 8名の生徒が、決められた時間の中で、応援団長への思いを熱く語り、アピ

ールしました。迫力ある声、熱いパフォーマンス、団長への思いなど、生徒一人ひとり

が真剣に自分の気持ちを訴える姿に感動しました。会場にはたくさんの保護者の

方々にもご来場いただき、生徒たちに温かい拍手をいただき、大きな励みとなりまし



た。誰が団長になっても任せることができる頼もしい 8人の立候補者でした。明日の

学年朝会で、選ばれた 3人の団長による色きめが行われます。 

全国学力学習状況調査を実施 

  

 本日全国の 3年生を対象に全国学力学習状況調査が行われています。教科は国

語・数学の２教科です。朝方まで風雨が強く、生徒の登校が心配でしたが、始業時は

写真のように青空となり、ピンクの桜に代わって、新緑が青空に映えています。 

 昨日は本校の授業参観、学級懇談会、部活動保護者説明会に、多くの保護者の皆

様のご来校をいただき、心よりお礼申しあげます。 

  学校長  栗原 公明 

 

  



2017年 4月 17日  

自然教室スローガン紹介！ 

 

 ２年生は５月１７日（水）～１９日（金）の２泊３日の予定で、白樺湖方面の自然教室

を行います。２年生のフロアに上がる階段の壁面には、次の写真のように昨年度班ご

とに作った自然教室事前学習新聞が掲示され、各班の力作ぞろいの新聞が終わると

ころに、これまたすばらしいイラストが描かれた自然教室スローガンがお出迎え！ 

 スローガンは、「つくろうよ 豊かな思い出 in 長野」 

   

 今日は５校時が授業参観。多くの皆様に見ていただけるとうれしいです。 

 ３年生の授業参観は、体育館で体育祭応援団長の立候補者の演説を行いました。

詳しいことは、次回の学校日記でお伝えします。 

 学校長  栗原 公明 



2017年 4月 14日  

避難訓練を行いました 

  ～熊本地震から 1年が経ちました～ 

  

 熊本地震からちょうど１年が経ちました。地震関連死を含めると亡くなられた方が

225名、そしてたくさんの方が避難生活を余儀なくされている現状を考えると改めて自

然の猛威と災害の大きさを感じます。お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお

祈りいたします。 

 さて、今日は今年度最初の避難訓練を行いました。校舎から避難する生徒たちの

話し声はほとんどなく、すばやく整列し、教員の指示する声のみが校庭に響く、とても

すばらしい訓練となりました。また、自分の身を守る防災頭巾も写真のようにほとんど

の生徒が着用し、意識の高さが伺えました。上級生がお手本となり、入学後初めての

避難訓練となった１年生もしっかりとできました。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 4月 13日  

修学旅行スローガン紹介！ 

 

 3年生のフロアに修学旅行のスローガンが掲示されました。奈良・京都にゆかりの

あるイラストが描かれ、スローガンの文言とあわせ、すばらしい作品に仕上げてありま

す。 

『七色物語り 和の象徴目指して いざ出陣！』 

 3年生は全部で 7 クラス。修学旅行では、それぞれのクラスの取組や活動が、7つ

の感度的な物語、ドラマとなって完結することでしょう。また、「和の象徴」も、「大和の

和」、「伝統の和」、そして友だち、クラス、学年の「和（輪）」と奥深いですね。新しいク

ラスの出発とともに、修学旅行に向けた取組も始まりました。6月 3日（土）～6月 5

日（月）2泊 3日の日程で、奈良・京都を回ります。 

 

 

 

 

 



１年生の学校生活紹介 

  

 昨日は今年度最初の専門員会が行われました。認証式で委嘱状を受け取った委員

さんの最初の仕事として、今日の「中川の時間」に昨日の委員会の報告を行いまし

た。写真は１年生のクラスで、委員が報告を行っているところです。 

 また、右の写真は、理科の時間に行われている自然観察のひとコマです。校舎周辺

に生えている植物を観察し、教科書で名前を確認しています。校長室前に生えている

植物でよく見るけど名前がわからない植物があったので、名前を聞いたところ、一生

懸命に調べてくれて、教えてもらいました。どうもありがとう。 

 学校長  栗原 公明 

 

 

  



2017年 4月 12日  

認証式 委員会活動が始まりました 

 新年度最初の全体朝会で、委員会の認証式が行われました。式が始まり、委員は

その場で立ち、ステージ上では代表生徒が認証書を受け取りました。緊張はしている

もののクラスで選出された誇らしさが表れていました。放課後、第 1回目の委員会が

ありました。たくさんあった掲示物入れが今朝見たら空になっていて、放送委員会の

みんなが昨日早速掲示してくれたことがわかりました。こうした委員会や委員一人ひ

とりの活動が学校を支えることに繋がります。皆さんの取り組みに期待しています。 

 昨日は、私が全日出張のため、全体朝会での認証式は、副校長が行いました。そこ

で、副校長のメッセージを掲載させていただきました。今年度は、私の出張が多くな

り、学校日記の更新ができない日があると思いますが、できる限り、がんばりますの

でよろしくお願いします。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 4月 11日  

美術部からの新入生歓迎ポスター（紹介が遅くなりましたが････） 

  

  

  



  

 1年生が入学して 1週間がたちました。紹介が遅くなりましたが、美術部のみなさん

が作成した新入生歓迎ポスターです。入学式当日、４階の１年生フロアの各クラス入

口付近に掲示されています。新入生を迎える温かい雰囲気がとてもすてきですね。さ

て、年度当初の儀式や行事が一区切りつき、全学年で教科授業が始まりました。１年

生にとっては、小学校とは違った教科担任制。みなさん、とても張り切っているので、

この気持ちを大切にしてくださいね。それから、部活動の仮入部も今日からです。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 4月 10日  

成長の証！ 

   

   

 今日は全校生徒が、「身体計測」と「新体力テスト」を行いました。今年から 1日で２

つの測定を行うことにしたので、天候とあわせて不安な一面もありましたが、生徒たち

の意識も高く、予定通り終了できました。一番心配だった天候も穏やかな一日で本当

によかったです。 

 今日行ったことは、身体計測として、身長、体重、聴力、視力、そして、体力テストと

して、握力、反復横跳び、長座体前屈、立ち幅跳び、上体起こし、５０ｍ走、ハンドボ

ール投げというように盛りだくさんでした。私は計測しているところを回ったのですが、

改めて中学 3年間の成長を目の当たりにしました。1年生の真新しいジャージが印象

的でしたね。 

私の成長の証 成長しているのかな･･･ 

   



 夕焼けがきれいだったので、センター北駅方面の街並み、観覧車を背景に撮影して

みました。写真部の作品と肩を並べられるようになりたいと密かに思っているのです

が、なかなか上達しません。私の成長の証は疑問です････ 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 4月 10日  

今日は中川中学校の開校記念日 

   

 今日は中川中学校の創立記念日。中川小学校と同じ日です。以前は、学校の開校

記念日も学校がお休みとなりましたので、「今日が中学校が開校された日だ！」と生

徒だった私もわかったのですが、現在は通常通りの授業ですから、担任から開校記

念日であることを伝えてもらうことにしました。本校は今年で 71年目に入り、今秋 10

月 27日（生徒記念公演）、10月 28日（記念式典・祝賀会）に創立 70周年に関する

記念行事を予定しております。 

 開校記念日のお祝いとして、校庭の桜が満開となりましたので、校舎に花を添えた

いと思います。 

9組カレンダー＆なかちゅうぎゃらりー 

  

 今年も月初めには、9組の特製カレンダーと技術員さんによる「なかちゅうぎゃらり

ー」を紹介します。9組のカレンダーは、桜といちごのイラスト。明日の天候は荒れ模

様なので、おそらく桜も今日までかな。でも大丈夫です。校庭の桜は散っても、9組の

カレンダーの桜でお花見ができますから。 



 また、「なかちゅうぎゃらりー」は、「ご入学・ご進級おめでとうございます」のメッセー

ジとともに「桜と大岡川とＹ校」の写真がフレームに収められていました。 

 現在、生徒たちは、新体力テストと身体計測を行っているところです。後ほど、生徒

たちの活動のようすをお伝えします。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 4月 7日（金）  

3学年そろった学校生活がスタート！ 

   

  

 昨日対面式を行い、3月 10日に 3年生が卒業して以来、久しぶりに 3学年が揃い

ました。離任式を終えた後、1年生が２・3年生の拍手に迎えられて体育館に入場して

きました。生徒会本部役員が中心となって、中学校の生活についての説明を寸劇を

入れながら、おもしろおかしく説明しました。旧 1年学級委員より、鉢植えの花が各ク

ラスにプレゼントされました。 

1年生の生活を紹介します 

   

 生徒たちは遅刻しないで登校し、中川の時間は先生が来るまで、読書をするなど静

かに過ごしていました。1時間目は、クラス写真撮影をするために体育館に移動しま

した。先生の指示で静かにすばやく整列することができました。そして、初めての昼

食。給食がないので、家庭からのお弁当や業者弁当・ハマ弁が昼食となります。 

 



部活動オリエンテーション 

   

 午後には、部活動オリエンテーションが行われました。各部 3分間という限られた時

間の中で、部活動の活動や特色を工夫してアピールしていました。来週の 11日（火）

から、仮入部が始まります。 

 なお、来週月曜日は、今年度から取り入れている「月に１～2回程度、月曜日を部

活動休みとする」取組の一環として、部活動はありません。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 4月 6日  

お世話になった先生とお別れ 離任式 

   

   

 

 昨日は新しく本校に異動してきた教職員の着任式を行いましたが、本日は今までご

指導いただいた先生とのお別れとなる離任式を行いました。7名の先生方から、本校

での思い出や生徒たちへの温かなお言葉をいただきました。先生方の挨拶の後、生

徒代表のことばと花束が贈られました。 

 離任式には、卒業生をはじめ、保護者のみなさまにもご来校いただき、ありがとうご

ざいました。離任式後、新入生との対面式が行われました。対面式の様子は、次回の

ブログでお伝えします（出張のため、これから出かけます。すみません） 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 4月 5日  

自分は何組？ 3年生昇降口では・・・ 

   

 8時 30分前にはご覧のように 3年生昇降口の前は、早めに登校した生徒たちでい

っぱい！昇降口にまわると、先生たちからクラス名簿の一覧をもらうために、今か今

かと待っているところでした。そして、クラス名簿をもらった生徒たちは、すぐに自分の

名前探し。あちこちで、歓声？悲鳴？とも思える不思議な声があがっていました。 

平成 29年度着任式・始業式 

   

 新クラスを確認した生徒たちは、体育館に移動し、着任式・始業式に臨みました。今

年は 8名の教職員が着任しました。生徒歓迎の言葉の後、校長の話、そして生徒代

表の話と続きました。 

生徒の力を借りて、入学式の準備は万全！ 

   

 新しいクラスでの学活が終わると同時に、午後の入学式の準備。短い時間の中で

の準備はとても大変なんですが、ここで大活躍なのが生徒たち。会場準備は、バスケ



ットボール部、バレー部、剣道部が担当、放送は放送委員、環境整備は美化委員、教

室の飾りつけ等は学級委員、生徒会役員、音楽は吹奏学部、装飾は美術部、茶道

部、教科書は図書委員、生活委員が担当、というように生徒の力を借りて、ご覧のよ

うに立派な式場ができあがりました。 

第 71回入学式 

   

   

 入学式の雰囲気をお伝えします。新入生の登校を待つ教室です。黒板には、生徒

による飾りつけと座席表が掲示されています。そして、机にはこれから学習する教科

書の山。ちょっと、不安になるかもしれませんが、がんばって勉強してくださいね。 

 入学式の式場に入る前に、担任から説明がありました。初めて出会う担任、クラス

の友達に、緊張感が漂う教室です。入学式では、これまでも何度か紹介してきた特別

合唱隊（右上写真）の校歌の紹介があり、そして「歌え歌え」の合唱が続き、合唱隊の

迫力とすばらしい歌声に大きな拍手をいただきました。最後は、1年生の学年職員と

学校全体にかかわる教職員を紹介して、入学式が無事終わりました。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 4月 4日  

唇に歌を持て 心に太陽を持て 

  

 明日は入学式。国歌、横浜市歌の斉唱のあと、校歌と合唱「歌え歌え」の紹介があ

ります。この入学式合唱隊は、ホームページでもご紹介してきましたが、卒業式の翌

週から練習を始めた成果が、本日の練習で十分伝わってきました。今日は、最後の

練習のために、午後 1時に登校して、体育館で合唱練習を行いましたが、生徒一人

ひとりの意識が高いので、とても気持ちが入った迫力ある合唱でした。生徒たちのが

合唱を行う前の合言葉があります。この合言葉により、合唱スイッチがはいります。そ

の合言葉とは、ドイツの詩人、ツェーザル・フライシュレンの詩の中のフレーズ、『唇に

歌を持て 心に太陽を持て』です。 

 2年生の合唱隊のみなさん、よろしくお願いいたします。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 4月 3日  

桜はまだかいな～♪ まだですね！ 

 

  

 今週は穏やかな日が続き、入学式には満開の桜が新入生をお迎えできそうです。

東京は桜の満開宣言が出されたそうですが、中川中の桜は新入生を待っているとこ

ろです。 

 そこで、代わりといってはなんですが、百花繚乱とも言えませんが、敷地内に咲いた

お花を紹介することにします。学校では、本校に新しく赴任された職員を迎え、様々な

会議や研修会を行い、4月 5日に生徒たちを迎える準備をしています。 

 学校長  栗原 公明 

 


