
2017年 5月 31日（水）  

図書室に課題図書・スポーツコーナー 

     

 図書室に入ると今年の課題図書になった本が展示されていました。そして、その近く

の書架には、新たにスポーツコーナーが新設され、錦織選手、長谷部選手、長友選

手など誰もが知っている人気アスリートたちの本が並んでいました。やはり、全仏オー

プンも行われており、期待が高まる錦織選手の本が人気だそうです。 

 私は本もさることながら、窓辺から見えるびわの実がとても気になりました。3年生

の昇降口近くにあるびわの実は、最近黄色く色づいてきたようです。 

初めての体育祭、生徒総会に向けて 

  

 ６校時の１年生の学活では、１年生にとって初めてとなる体育祭に参加する種目決

め、そして、これまた初めての生徒総会の議案書討議などに取組んでいました。ま

た、時間に余裕ができたクラスは学級目標を決めていたクラスもありました。１年生ら

しい発想で思わず微笑んでしまうような学級目標候補がありました。 

 さて、どんな目標に決まったのでしょうか。明日、担任に聞いてみます。 

 学校長  栗原 公明 



2017年 5月 30日（火）  

応援団のクラス訪問 

  

 昨日から始まった 3年生応援団による 1年生と 2年生のクラスへの訪問活動。帰

りの学活の時に、3年生が自分の色に所属する下級生のクラスに出かけ、体育祭で

各色が行う応援コールについて説明して教え、実際に行います。 

 写真は 1年生のクラスの様子ですが、初めての応援練習には戸惑いと恥ずかしさ

が感じられました。逆に 3年生は、2年間先輩たちの応援を経験し、受け継いできた

ことへの自覚と責任が感じられ、真剣そのものでした。当然ながら、後輩たちは自分

たちが求めているレベルには及ばないので、自分たちの指導に弱気になったり、気合

を入れて自分自身を鼓舞したりと頑張っていました。一生懸命さがいいなあと思いま

した。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 5月 29日（月）  

応援団長、色責任者が校長室訪問 

 校長室に体育祭の各色の応援団長、色責任者があいさつに訪れました。各色の応

援団が作成した応援冊子を校長、副校長に手渡されました。最初の３枚の写真は、

各色応援団長が校長に応援冊子を渡しているところです。また、次の写真は、各色責

任者が副校長に渡しているところです。 

   

   

 

 

 

 



応援冊子の紹介 

   

 各色の応援冊子です。冊子を開くと団長のことば、色責のことば、団員紹介、そして

団長コール、色責コールなど応援時の様々なコールが載っている応援マニュアルとい

っていいででしょう。この冊子が、全校生徒に配られています。 

応援団長、色責が体育祭への思いを語る！ 

  

 最後に、応援団長、色責のみなさんから、体育祭への思いを熱く語ってもらいまし

た。「”３冠をとる”ことも大事だけど、それよりも大切なことがある」「昨年の体育祭もす

ごかったけど、さらにその上をめざしたい」「後輩たちにしっかりとつなげたい」など、ど

のメッセージも胸が熱くなるものばかりでした。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 5月 26日（金）  

中間テスト 2日目 

  

 昨日は全日出張のため、日記はお休みになりましたので、今日はちょっとだけ拡大

版でお伝えします。今年は、出張が多く、日記のお休みも増えると思います。ごめんな

さい。 

 今日の試験は、数学と英語。Ｂ棟から撮影した中間テストに臨む生徒の様子です。

また、進路に向けた大事な一年になることを感じさせる男子生徒の背中でした。 

試験が終わって応援練習 

   

   

 ホームページの学校日記を作っていたら、３年生の教室から体育祭の応援コール

が聞こえてきました。３階に行ったところ、赤組、青組、黄組の応援団が、３つの教室

で応援練習をしていました。１年生から３年生の各色応援団が集まり、３年生の応援



団を中心として、応援コールの説明、練習を繰り返し行っていました。生徒たちが主体

的に取組み、すばらしい。１年生は初めての経験なので、勝手がわからないこともさる

ことながら、２・３年生の迫力と熱い応援に戸惑っている様子でした。毎年のことです

が、来月の体育祭には、１年生もドラム缶の上で、堂々と応援する姿を見ることがで

きるので、今年も楽しみにしています。 

 各色手作りの応援マニュアルを見せていただきました。これが全校の各色生徒、職

員に配られ、来週は応援団による、クラス訪問も始まります。一足先に、中川中には、

熱い夏がきます！ 

 今日は、学校説明会、ＰＴＡ総会が午後２時より予定されています。幸いにも雨があ

がったようですが、みなさまのご来校お待ちしております。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 5月 24日（水）  

試験に向けた学習質問日 

   

 明日から前期中間試験が始まります。明日の試験科目は、国語、理科、社会になり

ます。今日の放課後は定期試験の前に行われている恒例の各教科ごとの学習相談

日です。教科担任にわからないところを質問し教えてもらいます。校内を回ると 3年

生が他学年よりも多く質問していたようです。 

 昨年もお伝えしましたが、本校周辺は道幅が狭く、一斉下校となると 730名の生徒

が下校することとなり、地域の皆様にご迷惑をおかけしております。職員が通学路に

立ち、下校指導を行うとともに、生徒には下校時のマナーについて継続して指導して

いるところですが、ご家庭でも合わせてご指導お願いいたします。 

 それでは、明日の中間試験頑張ってください。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 5月 23日（火）  

テストが近いぞ！ くちびるに歌をもて 心に太陽をもて 

  

 このフレーズは、卒業式が近づき、在校生、卒業生が式で歌う時に、自分を奮い立

たせる合言葉として生徒たちが口にしたフレーズです。ドイツの詩人ツェーザル・フラ

イシュレンの名言です。日本では、山本有三氏が訳した詩を読んだ人も多いかと思い

ます。ここに紹介した詩が、校舎内に掲示されています。合唱に向けた合言葉、歌の

スイッチをいれる合言葉として生徒たちの間に定着しつつありますが、テストに向けて

自分自身を鼓舞する言葉としても有効ですね。太陽のような熱い気持ちを胸にいだ

き、熱心に試験勉強に取組んでください。 

 そして、くちびるに歌をもて！鼻歌交じりでテスト勉強できるくらいの余裕が出ている

といいですけど、青息吐息ばかりにならないでね。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 5月 22日（月）  

今週末は中間試験 

   

 先週は１・2年生の校外行事が楽しい思い出とともに無事終了いたしました。週明け

の生徒たちは、元気に学校生活を送っているようです。2年生は２泊３日の宿泊行事

でしたが、グランドの体育の授業の様子や６校時に行われた教育実習生の授業を参

観してて感じたことは、「元気」、このひと言です。職員はまだ疲れが残っているようで

すが、子どもたちの体力の回復力はすごいですね。 

 保健体育の教育実習生は、５月２９日（月）まで実習します。中川中の卒業生で教員

を目指して指導教員のもとで授業を行い、本日２年生の跳び箱が研究授業となりまし

た。生徒たちは、スムーズに授業が進むように、一生懸命に取組んでいました。 

 さて、先週は楽しい行事がありましたが、今週は試練の週となります。２５日・２６日

は前期中間試験。１年生は、初めての中学校の定期試験となります。みなさん、しっ

かり勉強して頑張ってください。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 5月 19日（金）  

遠足レポート ～Part３～ 

 

 1年生も予定通り、マザー牧場の遠足から全員元気に戻りました。2年生同様、請

地交差点と中川中学校バス停付近での解散になりました。今日は日差しが強く、ウォ

ークラリーで日焼けした顔の生徒たちでした。途中で食べたソフトクリームがおいしか

ったでしょうね。 

 学校長  栗原 公明 

 

  



2017年 5月 19日（金）  

自然教室レポート ～最終回～ 

 予定より、30分早く到着しました。生徒たちは、請地交差点と中川中学校バス停付

近で下車し、全員無事戻りました。もうすでに、帰宅されている方が多いと思います

が、今日はゆっくりと体を休めてください。 

 また、自然教室レポートを多くの皆様に読んでいただき、ありがとうございました。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 5月 19日（金）  

自然教室レポート ～Part１２～ 

   

   

 お昼になったので私も昼食をとろうと思っていたところ、現地からそば打ちの写真が

送られてきました。これも私が天から与えられた試練と捉え（空腹による私の妄想癖

がでてきたようです）、レポートを作成してから食事にします。 

 生徒たちは宿の方から丁重に見送られ、そば打ち道場に着き、さっそく説明を受け

てそば打ちを始めました。こね方がそばの味を決める！と聞いた生徒たちは、気合を

入れ、真剣そのもの。この素早いスイッチの入り方は、日常の学校生活では見られな

いかもしれません（食べることになると真剣になりますよね）。こねて、生地をたたい

て、そばをそろえて切る作業が続きます。打ち終わったそばは、茹でていただき、おい

しくいただきました。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 5月 19日（金）  

遠足レポート ～Part２～ 

   

 マザー牧場からの特派員から写真が送られてきました。緑いっぱいの自然の中で

生徒たちが活動できるので、気持ちよさそうです。生徒たちは、野外炊事場で焼きそ

ばを作っています。鉄板で焼くとおいしいんですよね。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 5月 19日（金）  

1年生は遠足に出発 

  

 1年生は、千葉県マザー牧場に遠足に出かけました。集合時間の 5分前には、多く

の生徒たちが下グランドに集まりバスへの乗車を始めました。日常の生活で呼びか

けている 5分前集合が、新入生の 1年生にも定着しつつあることはうれしいですね。

2年生が自然教室に出かけているので、本日は 3年生のみ。3年職員に見送られ、

出発しました。 

 遠足のスローガンは、『みんなのために』 次のような意味をもったスローガンです。

『みんなのために』を合言葉に、楽しい思い出をつくり、クラスの絆を強めてください

ね。 

 『み』 皆で協力 

 『ん』 あんぜんに 

 『な』 仲良く元気に 

 『の』 ノリノリで 

 『た』 楽しい思い出 

 『め』 メリハリつけて 

 『に』 ニコニコ笑顔 

 学校長  栗原 公明 



2017年 5月 19日（金）  

自然教室レポート ～Part１１～ 

  

 早くも 3日目となりました。6時に起床して、クラスごとに朝の散歩。♪歩こう～歩こ

う～♪なんてかろやかなリズムがぴったりの気持ちのいい散歩だと思います（寝不足

で、まぶたが閉じそう、足取りが重いなんて人はいませんよね） 

 朝食終了後は、荷物整理、部屋の清掃を行いました。お世話になった宿ともお別れ

となります。生徒たちは、体育館に集まり、退村式を行い、今日の体験学習となるそ

ば道場に向かいました。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 5月 18日（金）  

自然教室レポート ～Part１０～ 

   

 体験学習を終えた生徒たちは宿舎に戻り、昨日と同じように、お風呂、おみやげ、自

由時間をクラスごとに割り当て、夕食となりました。１日いろいろな体験をして、新緑と

おいしい空気の白樺湖周辺ですから、食欲も旺盛でしょうね。 

 そして、夕食の後は、生徒たちが楽しみにしているキャンプファイヤー。今回は、現

地の判断で室内のキャンドルに変えました。厳かな儀式的な場面、そしてみんなの気

持ちが一つになった場面など、写真ではお伝えできない楽しいことがいっぱいあると

思いますので、自然教室から帰ってきた子どもたちからお話を聞いてください。 

 

 特派員からの写真の追加です。１日目の諏訪太鼓で、どうやら職員も参加したよう

です。中央の男性と奥にいる男性が職員と思われます。 

 学校長  栗原 公明 



2017年 5月 19日（金）  

自然教室レポート ～Part９～ 

   

  

 出勤してメールを開いたら、現地から写真がたくさん送られていました。2日目に行

われている体験学習のようすを紹介します。昨日同様、私の想像と妄想で書きます。

食リポについては、今は空腹ではないので、妄想はなく事実に沿ってお伝えできると

思います。 

 さて、写真はピザ焼き体験をしているクラスのようすです。生地からつくり、ふっくらと

おいしいピザが焼けたようです。自然の中で食べるピザは一段と格別でしょうね。 

  

 この写真は、田植え体験の様子です。中川中の周辺でも水田を見ることはできなく

なりました。素足でどろんこになる体験は、非日常的で楽しそうですね。私の幼少時

代は、この中川中周辺でも飽きるほど水田を見てきました。自転車に乗ってバランス



を崩し水田に落ちて、足がはまり、もがいてやった出られた暗い過去を思い出しまし

た。 

   

 昨日も紹介しましたが、生き物が好きな特派員がいますので、再度魚を捌いている

写真を掲載します。おいしいお魚を食べている生徒の写真も中央にあります（後ろ姿

でごめんなさい）。 

 学校長  栗原 公明  

  



2017年 5月 18日（木）  

自然教室レポート ～Part８～ 

   

 現地から追加の写真が送られてきました。どうやら、釣って捌いたお魚をおいしそう

に食べているようです。お魚の身がしまりおいしそうです（昼が近づき、私も空腹で私

の妄想がだんだんと大きくなってきたようです）。 

 右の写真は、特派員が２組のパン作りの様子を取材したものです。 

 私事ですが、これから出張に出かけますので、これ以降の現地からのレポートは明

日のホームページでご紹介します。お楽しみに！ 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 5月 18日（木）  

自然教室レポート ～Part７～ 

  

 体験学習の渓流釣りの担当教員から写真が送られてきましたのでご紹介します。ま

ずは、渓流釣りの説明を受けて、いざ渓流へ。ご覧のように見事魚を釣り上げまし

た。今まで気がつきませんでしたが、中川中には太公望がいっぱい！ 

   

 そして、釣った魚は、生徒たちが捌いて、炭火でじっくりと焼いておいしく食べまし

た。 

※今回のレポートは、現地特派員から送られてきた写真をもとに、私の想像と妄想で

書いていますので、「太公望」の表現については、皆様のご判断にお任せします。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 5月 18日（木）  

自然教室レポート ～Part６～ 

 ２日目のスタートは、朝の集いから。起床後、

室内の整頓をして体育館に集合しました。朝の

集いでは、みんなで体操して体を目覚めさせ、

今日の活動が始まります。 

 今日の予定は、午前中、１組～４組は田植

え、５組はピザ焼き体験、６組はバウムクーヘン

作り体験、７組は渓流釣り体験を行います。午

後は、入れ替えとなり、１組がピザ焼き体験、２

組がパン焼き体験、３組が渓流釣り体験、４組

がバウムクーヘン作り体験となります。 

 そして、生徒たちが楽しみにしているキャンプ

ファイヤーがあります。 

  

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 5月 18日（木）  

自然教室レポート ～Part５～ 

   

 夕食後は、お風呂、お土産、自由時間とクラスごとに時間が割り振られ、8時 40分

から体育館で、郷土芸能の『諏訪太鼓』を鑑賞しました。太鼓の迫力に圧倒され、体

験もさせていただきました。 

 

 室長会議のようすです。室長は、今日の振返りと明日の確認を行い、この後、部屋

に戻り部屋会議を行いました。そこでは、室長会議の伝達事項、しおりの記入を行い

ました。また、保健美化係は、健康チェック票を記入しました。 

 学校長  栗原 公明 

 

 

  



2017年 5月 18日（木）  

自然教室レポート ～Part4～ 

  

 1日目の活動は、ウォークラリー。体育館に集まり、学習係がスタートチェックを受け

て出発！豊かな自然の中で、おいしい空気をいっぱい吸って、マイナスイオンをいっ

ぱい浴びてきました。ゴールした班から荷物をもって部屋移動しました。 

    

 荷物を持って部屋に入った後は、室長の指示で、非常口、避難経路を確認しまし

た。そして、今日の夕飯つくり。野外炊事場に移動し、最初に係りの方から説明を受

けて、調理を始めました。班の仲間で協力して、おいしくつくることができました。写真

は、お米を研いだり、野菜を切っているところです。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 5月 17日（水）  

自然教室レポート ～Part３～ 

 

 予定通り昼食をとって、入村式になったようです。 

「ホテルの体育館で整列し、入村式が始まりました。委員長の挨拶がとてもし

っかりしていて、スタートがシャキッとしました。」（13時 06分） 

 私はこれから出かけます。続きは、明日のホームページをお楽しみに！ 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 5月 17日（水）  

自然教室レポート ～Part２～ 

  

 自然教室の引率をしている副校長から、写真とメッセージが届きましたのでお知ら

せします。 

 「天気はやや曇り気味ですが、雨はまだ落ちてきていないので、湖畔で食事の予定

です。何とかもってほしいです。お昼を美味しくいただくためにも、ここでおやつとはお

別れです。」（１１時０９分） 

 「天気が、何とか大丈夫で湖畔で昼食となりました。楽しんで食べています。中に

は、おやつを食べ過ぎたのか、残そうか････と言っている友達に、お母さんに申し訳

ないよ。と声かけしている人がいました」（１２時４３分） 

 今後も不定期ですが、自然教室の現地の様子をお届けします（なお、私は午後から

出張になるので、出張後に届いたものは明日ホームページに掲載します） 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 5月 17日（水）  

2年生自然教室 行ってらっしゃ～い！ 

   

 ２年生は今日から２泊３日の予定で、長野県白樺湖方面への自然教室に出発しま

した。７時４５分に下グランド集合でしたが、しっかりと集合時間を守り、予定通り元気

に笑顔で出発しました。写真のように生徒たちの荷物だけ見ると、これからどこに行く

の？と思ってしまうのは古いタイプの私だけでしょうか。私が担任だった時は（１０年前

ですが）、このような光景はなかったと思います。このようなことを書いている時、自分

は歳をとったな････と、つい気持ちが内向きになってしまいます。 

 さて、今日の活動は、１１時３０分ごろ白樺湖に着き、湖畔で昼食、入村式、ウォーク

ラリー、野外炊事が予定されています。現地の天候がちょっと心配ですが、友だちと

仲良く楽しい３日間を過ごしてください。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 5月 16日（火）  

応援団集合！ 

   

 5月 15日（月）の放課後、体育祭応援団の生徒と色別に分かれた職員との顔合わ

せが行われました。6月 17日（土）の体育祭に向けてこれから 1か月生徒・職員が一

体となって応援について取組んでいきます。 

 そこで、この日は、色ごとに分かれた教室で、団長と色責の挨拶、職員からの一言、

そして今後の応援団活動予定の確認を行い解散しました。応援団からは、月末から

予定されている色ごとに各クラスをまわる訪問予定表が担任に渡されました。放課後

の応援団の練習メニューとしては、コール練習、3分間コールの練習、応援マニュア

ル冊子作りなどの活動が予定されています。 

 私は今週も午後はほぼ毎日出張のため、ホームページの更新が翌日等になり、生

徒の活躍場面のお知らせが遅れてしまいます。ごめんなさい。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 5月 15日（月）  

９組の畑も始動！ 

  

 ９組の畑がきれいに耕され、野菜（大根、ラディッシュ、かぶなど）の芽が出てきたよ

うです。新学期が始まって１か月が経ち、順調に学校生活を送っています。９組のみ

なさんの成長に負けないように野菜も大きく成長して欲しいです。 

 さて、土曜授業参観では、多くの保護者・児童の皆さんにご来校いただき、ありがと

うございました。名簿上の確認だけでも４５０名あまりの出席者数ですので、当日はご

家族の方も多数ご来校いただきましたので、実際にはもっと多くの皆様にご来校いた

だいたことになり、本当にうれしい限りです。 さて、当日書いていただいた「授業参観

アンケート」より、児童の皆さんの感想をご紹介します。 

「みんな静かに先生の話を聞いていました。難しいのに、早く解いちゃうのが、『すごい

な』と思いました。中学生は、すごく頭がいいです。僕もそういう風になりたいです」 

「５時間目の時に、ちゃんと話が聞けてすごいと思いました」 

「和足は来年中川中学校に入ります。６年生の先生に、中川中学校を見てきたら？と

言われ、来ました。勉強をあきらめずに頑張っています。中学生になったら、いろいろ

なことに挑戦したいです」 

「私は中学の勉強はぜんぜんわかりませんが、中川中に入って、勉強をがんばりたい

と思います。授業をしている時に、みなさんが集中してやっていると思います」 

 将来の中川中生のコメントを読ませていただき、感激しました。みなさんが中川中学

校に入学されるのを楽しみにしています！ 

  学校長  栗原 公明 



2017年 5月 13日（土）  

土曜授業参観ありがとうございます ～Part２～ 

   

 本日は雨の中、多くの皆様にご来校いただき、まことにありがとうございます。学年

のフロアでは、教室に入れない状況のクラスもあり、ご覧のとおり、廊下も児童・保護

者の皆様でいっぱいです。また、今回は、小学生の皆様にも参観を呼びかけたとこ

ろ、たくさんの児童の皆さんにもきていただき、本当にうれしく思います。写真は、コン

ピュータ室と体育館の授業のようすを掲載しました。 

 午後も引き続き、授業参観、部活動見学（雨天のため、中止・変更となる場合があり

ますのでご了承ください）を行います。午後の授業は、全学年全クラス、今年度から教

科化される「道徳」の授業となります 

 ８日（月）に代休の先取りをしていますので、１５日（月）は通常通り授業が行われま

す。この日は、今年から実施している部活動休養日になりますが、放課後、体育祭応

援団の生徒・職員の顔合わせと出発式を行います。月末には、３年生応援団が１・２

年生の各色の教室を回る「訪問活動」が始まります。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 5月 13日（土）  

全日授業参観 ～朝学活から部活動まで～ 

 本日は土曜授業参観を行っています。朝の学活から放課後の部活動まで、生徒の

1日の学校生活をご覧いただきたいと思います。昇降口入口には、校舎平面図、1年

～3年の時間割及び学習場所、本日の部活動の活動予定が掲示されていますので

ご覧ください。 

 なお、部活動につきましては、天候により変更・中止となる場合もありますので、ご

了承お願いいたします。 

 ホームページに掲載した写真は小さくて申し訳ございません。昇降口でご確認お願

いいたします。それでは、皆様のご来校をお待ちしております。 

 



 

  

【お願い】生徒たちが授業に集中できる環境づくりにご協力心よりお願い申しあげま

す。 

 

  

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 5月 12日（金）  

朝の風景 

   

 写真は左から、１年生の中川の時間、読書に集中していました。２年生のフロアに

行ったときには、朝の会が始まり、日直が進行役となっていました。３年生は、委員会

の報告を行っていました。発表が終わるとみんなが拍手をして、温かい雰囲気が伝わ

ってきました。 

自然教室のしおり表紙絵紹介 

  

 ２年生の廊下には、生徒一人ひとりが描いた自然教室しおりの表紙絵が掲示されて

います。写真の２つのイラストは、学年で選ばれたしおり表紙絵のデザインです。 

 自然教室は、来週１７日（水）から２泊３日の予定で長野県白樺湖方面に行きます。 

１年生遠足のしおり紹介 



  

 １年生の遠足しおりの両面に描かれているイラストを紹介します。１年生は、５月１９

日（金）に千葉県マザー牧場に出かけます。中学校入学後、最初の学年行事。学年

のチームワークを確かなものにする大切な１日になることでしょう。 

  

 明日は土曜授業参観が行われます。今回は、朝学活から放課後の部活動まで見て

いただこうと全日公開しています。また、小学校の保護者・児童の皆さんにもご案内を

配布したところ、１６０名あまりの参観申し込みがありました。お待ちしております。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 5月 9日（火）  

今年度も始まりました ～地域清掃～ 

   

 5月 7日（日）、今年度の地域清掃の取組が始まりました。毎月第１日曜日午前 8

時から行われている「なつみかん公園」の清掃活動に、生徒会本部役員とバドミント

ン部員が参加しました。部活動の生徒を中心に、日曜日の練習前に公園に集まり、こ

れまでも清掃活動を続けてきました。今回は、地域との交流を公約に掲げてきた生徒

会本部役員も加わり、短い時間でしたが、公園や緑道がきれいになりました。公園の

ごみがなくなるとともに、地域の方々と顔の見える関係につながる清掃活動となりまし

た。ありがとうございました。 

 今週の 13日（土）は、土曜授業参観があります。そこで、昨日はその代休となり、本

校は本日が連休明けの授業となりました。全校朝会は、いつものように時間通りにス

タートし、しっかりとお話を聞くことができました。 

 土曜日の授業参観は、全日授業を参観することができます。今回は、学区小学校 4

年～6年の保護者の皆様にもご案内をお配りしました。また、部活動の練習の様子も

ご覧になることができますので、みなさまのご来校を心よりお待ちしております。 

 私事ですが、明日、明後日は、出張のため不在になります。次回の学校日記は 12

日になります。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 5月 2日（火）  

体育祭 クラス色の紹介 

 

 ご紹介が遅れましたが、先週の朝会で決まった体育祭のクラス色です。クラスの代

表生徒がステージに上がり、3色のボールを選んで決めました。5月 15日は、応援

団生徒と職員が色ごとに分かれて、団長や色責のあいさつ、職員自己紹介（体育祭

に向けて一言）が予定されています。また、月末には、各色の 3年生応援団が１．2

年生の各色のクラスを回り、応援コールを教えにいく「訪問活動」も行われます。 

 今日は八十八夜 ♪夏も近づく八十八夜････茜たすきにすげの笠♪という唱歌があ

りますが、中川中は、♪体育祭も近づく連休明けは････応援たすきにすげ～のさ♪

（きれいにまとまらずに、すみません） 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 5月 1日（月）  

９組カレンダー＆なかちゅうギャラリー紹介 

男子バレーボール部 市大会ベスト８！ 

  

 ４月は年度当初ということもあり、あわただしく毎日が過ぎ、気がつくと５月になって

いました。一昨日からＧＷに入り、最大９連休といううらやましいニュースとともに、中

学校教員の６割は、「過労死ライン」という厳しいニュースも週末報道されていました。 

 今月の９組のカレンダーのデザインは、「こいのぼり」が気持ちよさそうに泳いでいま

す。小学校の音楽の時間に、♪屋根より高い 鯉のぼり～♪と歌いましたが、中川中

周辺の港北ニュータウンでは、鯉のぼりより高い建物がいっぱいありますね。 

 また、「なかちゅうぎゃらりー」の写真は、５月に横浜で行われる「トライアスロンワー

ルドシリーズ横浜」の写真です。新緑が映える横浜の街並みを颯爽と自転車で駆け

抜ける選手たちがかっこいいです。 

 校長室の鯉のぼり！ 



 さて、教員の労働時間の問題が報道されている中、連休中も運動部の大会が市内

中学校を会場として行われています。４月２９日は本校が男子バレーボールの市大会

試合会場となり、見事ベスト８入りを果たしました。次の試合は、５月３日に早渕中で

行われます。また、本校の体育館は市内でも大きな体育館のため、連休中はバドミン

トン、バスケットボールの試合会場となっています。新学期が始まり、多忙な日が続

き、連休で体を休めてもらいたいところですが、部活動指導で出勤が続く教員に感謝

の気持ちでいっぱいです。 

《お詫び》 

 学校だより５月号の「５月行事予定」に記載されている「ＰＴＡ運営委員会」の期日に

誤りがありました。ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございませんでした。 

  【誤】５月１０日（水） 

  【正】５月１２日（金）となります。 

 学校長  栗原 公明 

 


