
2017年 6月 30日（金）  

体育祭応援団旗に寄せられた区民の皆様の声 

   

今週月曜日から昨日まで、都筑区役所区民ホールに美術部制作の体育祭応援団旗

を展示しました。全校生徒の体育祭にかける思いを背負った応援団旗は、毎年美術

部が制作する力作です。今年もそのクオリティの高さから、ご来場いただいた皆様か

らたくさんのお褒めのことばをいただきました。そこで、学校外の皆様にもご覧いただ

きたいと思い今回の展示となりました。区役所の方のお話では、この４日間、たくさん

の皆様がご覧になられたそうです。昨日、美術部員が片づけをしましたが、この展示

に寄せられた区民の皆様の声を紹介します。 

「ていねいに描かれていて、気合を感じました。これからも中学生生活を大切にしてく

ださいね！」 

「波の感じがとてもよいと思いました。シャチの周りの魚たちも楽しそうですね！みん

なで踊っているようです」 

「波のしぶきと迫力あるシャチがとてもよいと思いました」 

「波しぶきにも動きがあって迫力があり生き生きと描かれていてすばらしいと思いまし

た」 

「どの色もとても上手に描けています。躍動感があってすばらしいです。絵の中から飛

び出していそうです」 

「長い時間かけて完成したんだろうなと思いました。皆で力を合わせて、何かを成し遂

げるということはすてきなことですね」 

「強そうで運動会にもってこいの絵だと思いました」 



「獅子の毛並みの色の重なりがとてもていねいに重ねてあって美しいです。尻尾の羽

根状の部分も本当に羽毛のように感じられます。これからもがんばってください」 

「体育祭で遠くから見ていましたが、こんなに迫力あるとはびっくりです。長い時間か

けて作成されたのでしょう。お疲れ様でした。来年も頑張ってください応援しています」 

「細かいところまで描かれており、すごいなと思いました」（中川中生より） 

「体育祭で近くで見れなかったので見に来ました。色づかいもきれいだし、リアルに描

かれていますね」 

「絵に迫力があり今にも飛び出してきそうなくらいです。色をうまく使って描けていると

ころがいいです」 

「遠くで見ると色合いがはっきりしていて鮮やかで目だっていました。近くで見ると細か

い羽根や毛の様子が丁寧にがかれていて、すてきだと思いました。とても迫力のある

絵です」 

「色彩がすてきです。近くで見ると細部がとても凝っていますね。デザインも本当に良

いです！幻想的で力強い作品ですね」 

「とてもきれいだとおもいます」（5歳の男の子より）  

 今回の写真もイメージ映像となりますが、写真部の紫陽花の写真を紹介します。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 6月 29日（木）  

歯科検診（第 2回）が行われました 

  

 前回は 3年生と 2年生一部の生徒を対象に歯科検診を行いましたが、今日は 2年

生の一部と 1年生の検診日でした。校医の先生のお話では、全体的に口内はきれい

にブラッシングされているとのことでした。虫歯の治療もよくできているようです。丈夫

な歯は健康にとって大切なこと。正しいブラッシングと虫歯の治癒はしっかりと！ 

英文書道部のカードも夏色！ 

    

 職員室前に展示されている英文書道部の作品も”夏色”になりました。梅雨の季節

をイメージした「Rain」 、夏の日差しをイメージした「Sun flower」、思わず笑顔になる

「Smile」の３作品をご紹介します。今週末からは猛暑になりそうです。急な暑さに体が

なかなか対応できないので、体調管理には十分に気をつけてくださいね。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 6月 28日（水）  

生徒会主催 部活動壮行会 

   

 本日の生徒会朝会は、生徒会が主催となり、部活動壮行会を行いました。3年生に

とっては、最後の夏。運動部は今週末から、市総体に向けた大会が市内中学校等を

会場として行われます。また、文化部はコンクール、校内・校外の発表に向けた活動

が行われます。 

 そこで、各部の代表生徒が、これからの大会、活動、発表に向けた取組、抱負を全

校生徒に伝えました。どの部活動のメッセージも生徒たちの気持ちが込められ、すて

きなメッセージでした。最後に校長からの話が予定されていましたが、生徒たちの話

を聞いていると、「頑張って」のひと言しかありません。そこで、私の気持ちを伝えたい

と思い、話ではなく、私からのエールに変えました。その場の勢いでやったこともあり、

この日記で文章にしようと思いましたが、恥ずかしくなってきたので、詳しくはお子様

にお聞きください。 

 さて、最後にお詫びがあります。生徒たちの写真を撮ろうとしたら、カメラのバッテリ

ーが切れており、後ほど撮影した校内のお花のイメージ映像に切り替えさせていただ

きました。本来ならば、部活動のユニフォーム姿の生徒の写真が掲載されるはずでし

た････ ごめんなさい。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 6月 27日（火）  

修学旅行の思い出が名句に！ 

  

 3年生は修学旅行の思い出を俳句で綴り、学年の廊下に掲示されつつあります。イ

ラストと一緒に俳句が作られた背景をぞれぞれの思い出をもとに表現されています。

いくつかの俳句を紹介します。 

 「鴨川を 涼しく夏の 風そよぐ」 

 「金閣や グラサンかけてもまぶしいぜ」 

 「人生は 抹茶のように 甘くない」 

 「鹿せんべい 持ってるだけで 人気者」 

 「新緑と 紫陽花映る 清水寺」 

 「五条坂 扇あおぎ 笑み浮かぶ」 

 「清水で 涼風感じる 舞台かな」 

 まだまだ名作が続きますが、とりあえずこのあたりでごめんなさい。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 6月 26日（月）  

体育祭の感動を再び！ 応援団旗が区民ホールに展示 

 

 

 体育祭を盛り上げるのに大きな役目を果たした各色の応援団旗（美術部製作）が、

今日から 29日（木）１６時までの期間、都筑区役所入ってすぐの区民ホールに展示さ

れています。生徒席に展示されていた応援団旗を間近に見ることができます。区役所

やセンター南にお越しの際には、ぜひとも区民ホールにお越しいただき、美術部生徒

たちの力作をご覧ください。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 6月 23日（金）  

生徒総会が行われました 

  

 本日５・６校時、体育館において生徒総会が行われました。今年 1年間の生徒会本

部をはじめ、各専門委員会の活動方針と年間活動計画、予算案について、代表者が

提案を行い、生徒たちから質疑が行われました。そして、最後に昨年度からの懸案事

項である「飲料の自動販売機導入」について話し合いが行われ採決となりました。賛

成多数で自動販売機の導入が可決されました。 

 さて、今後は中央委員会などを通じて、自動販売機導入にあたり具体的なルールを

生徒たちが決めていきます。自分たちが決めたという自負をもち、実現に向けて取組

んで欲しいと思います。 

 日本では通常国会が閉会となりましたが、生徒たちの生徒総会に臨む姿勢をみて

いると日本の未来を托せるなと思った私です。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 6月 22日（木）  

「日々精進ですよ」 

  

 3年生のあるクラスに担任の先生からのメッセージが黒板の片隅に描かれていまし

た。すてきなメッセージなので今日の日記で紹介させていただきます。そこには、

「日々精進ですよ。たった少しのことで良くも悪くも････」と書かれていました。小さな積

み重ねが先日の体育祭となりました。また逆に、学校生活では、これぐらいはいいだ

ろうと思ったことが思わぬ波紋を呼び、大変なことになってしまうこともあります。 

 昨日の応援団長と色責の皆さんとお昼を食べた時、「これからどうするの？」って聞

いたら、「次は合唱です」と即座に答えが返ってきました。私だったら、「ゆっくり休みま

す」かな。日々精進です。 

 校内には、図書室からのメッセージとして、「新刊入荷」「6月 21日貸出開始」のポ

スターが掲示されています。生徒のみなさん、ぜひ図書室へ。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 6月 21日（水）  

創立 70周年記念横断幕がお披露目 

 皆様もご存知のとおり、10月

27日（金）には講師をお迎えし、

生徒対象の記念講演、そして翌

日 10月 28日には記念式典、

祝賀会を行います。そこで、写

真のように、コミハ入口壁面と下

グランドフェンスに横断幕を掲げ

ましたのでご紹介します。 

 先週行われた体育祭は創立

70周年記念式典を行う年にふさ

わしく、盛大に心に残る体育祭と

なりました。先輩たちが築いてきた本校の伝統である応援合戦をはじめ、全力で取組

む姿勢は 

最上級生である 3年生がしっか

りと受け継ぎ、そして後輩たちへ

とバトンを渡しました。 

 今日は、各色の応援団長と色

責の生徒のみなさんと一緒に昼

食を校長室でとりました。改めて

体育祭へのお話を聞き、とても

頼もしく、そして嬉しく思いまし

た。 

 なお、コミハの壁面の横断幕

は、本日の強風に興奮した本校イメージキャラクター『みどりん』が暴れて、一部が破

損してしまい、取り外しました。『みどりん』には、今後このようなことがないように十分

に指導していきたいと思います。再掲示まで、しばらくお待ちください。 

  学校長  栗原 公明 



2017年 6月 20日（火）  

三冠はこれだ！ 今年も三冠獲得ならず 

  

 生徒たちのあこがれ、”三冠”はこれです。左から、「競技優勝」「応援優勝」「色別優

勝」のトロフィーです。先週の土曜日のホームページに体育祭のようすを掲載したの

ですが、応援団長のことばが感動的で私の気持ちも高ぶり、体育祭の結果をご紹介

していませんでした。本日、改めてお知らせいたします。 

 ◆競技部門優勝  青組 

 ◆色別部門優勝  青組 

 ◆応援部門優勝  黄組  

 青組は惜しくも二冠。残念ながら、三冠には届きませんでした。第６６回体育祭（平

成２４年実施）以来、三冠は出ていません。さて、来年はどうでしょうか。 

 また、学年優勝、準優勝のクラスが兵閉祭式では紹介されました。 

 ◆１年生の部  優勝 ２組  準優勝 ３組 

 ◆２年生の部  優勝 ７組  準優勝 １組 

 ◆３年生の部  優勝 ５組  準優勝  2組 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 6月 17日（土）  

感動的なフィナーレ ～第 71回体育祭～ 

   

 今日はさわやかな中ちゅう生にぴったりの青空のもと、第 7１回体育祭を行うことが

できました。写真のように快晴、厳しい日差しの一日でしたが、生徒たちは一所懸命

に競技に参加し、応援しました。写真は、準備体操としてラジオ体操を行っているとこ

ろです。 

今年も応援団旗はすばらしい！ 

 



 

 

 今年も美術部が応援団旗を製作しました。毎年デザインを考え、熱い体育祭にふさ

わしい力強いすばらしい作品に感動です。体育祭で終わるのでは、本当に惜しい作

品です。地域で生かすことができればなあと思っているところです。 

 

 

 

 

 



エール交換＆応援合戦 

 

  

 午後の最初のプログラムは、本校の伝統となっている応援。最初にエール高官が

行われ、そして 3分間の応援合戦と続きました。次の写真は、3分間の応援合戦が

始まる直前の緊張感に包まれた団長を中心とした各色の生徒たちです。小さくて雰囲

気をお伝えできないのが残念です。 

   

競技中の生徒たち 

   



   

 本日は朝早くから、ご来賓の皆様、地域の皆様、そして保護者の皆様にご来校いた

だき、生徒たちに声援を送っていただき、ありがとうございました。皆様の応援が生徒

たちの大きな励みとなり、このような盛大な体育祭が行えましたことを心より感謝申し

あげます。これからも創立 71年目を迎えました中川中学校へのご支援ご協力よろし

くお願い申しあげます。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 6月 17日（土）  

体育祭得点速報！ 

 

 午後の種目は、予定通り 13:15分よりスタートです。エール交換、応援合戦へと続き

ます。 

  学校長  栗原 公明 

 

  



2017年 6月 17日（土）  

第 71回体育祭実施します 

 

 第７１回体育祭、予定通り実施します。 

８時４０分、開祭式スタートです！みなさまのご来校をお待ちしております。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 6月 16日（金）  

公開迫る！『応援合戦』予告編 

 

体育祭スローガンは、『全力疾走 ～３冠目指して いざ参らん～』 

久しく出ていない『３冠』、果たして今年は？！ 

  



  

  

 ４校時は、最後の色別集会。各色 12分の持ち時間で最終チェックを行いました。ど

の色も、3回の色別集会で、よくぞここまで仕上げたというほどの完成度です。今回

は、３分間の応援合戦の一部を「予告編」として紹介します。あとは本番の応援合戦

をお楽しみに！ 

体育祭の準備が始まる 

   

 午後は、体育祭実行委員をはじめ、専門委員会の生徒のみなさんが体育祭の準備

にあたりました。生徒一人ひとりがてきぱきと動き、準備開始 30分後には、右の写真

のように会場ができあがってきました。 

 

 



応援練習はさらに続く 

   

 午後の会場準備と並行して、3年教室では応援団の練習が続きます。今日の色別

集会で録画した自分たちの応援をチェックして、再び練習が始まりました。 

 明日は、8時 40分に開祭式がスタートします。お伝えしている応援は、13時 15分

から始まります。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 6月 15日（木）  

色別集会 3回目 仕上げをめざして 

  

  

  

 今日が色別集会の第 3回目。この 3日間での上達ぶりはものすごい。最初は隊形

づくりから始まり、250名近くの生徒に指示を出す大変さ、そして 3分間でアピールす

る演技作りなど、数々のハードルをクリアして、3回目の色別集会となったわけです。

明日の色別集会は、本番同様の最終確認になります。本番が待ち遠しいです。 



タウンニュースに吹奏楽部が紹介されました 

 

 本日のタウンニュース都筑区版に、本校吹奏楽部が紹介されてます。7月 23日の

コンクールに向けて、毎日練習に励んでいる部員たちです。県大会出場目指して頑

張ってください。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 6月 14日（水）  

体育祭予行 

  

  

   

 17日（土）に予定されている体育祭の予行を本日行いました。スタートした時は、ち

ょっと肌寒かったのですが、実際に競技を行った学級対抗リレー、色別綱引き、そして

最後の種目となる色別対抗リレーと競技が進むうちに、生徒の熱い気持ちを後押しす

るかのように、太陽が雲間から顔を出しました。最後の色別リレーでは、応援団の生

徒がドラム缶の上に立ち、色ごとに大きな声で一生懸命応援をしていました。 



 生徒たちは、出場する種目の入退場の確認、係の生徒は当日と同じ動きを通して

仕事の確認などを行いました。体育祭がスムーズに運営できるように、そして当日は

競技と応援に専念できるように準備、活動していました。 

 午後からは、昨日同様、２回目の色別集会が行われます。さらにパワーアップした

応援が楽しみです。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 6月 13日（火）  

色別集会が始まりました！ 

   

   

   

  今日から 3日間、色別集会を行います。各色ごとに応援練習を行います。初日の

今日は、あいにくの雨。当初は、上グランド、下グランド、体育館の３か所で色ごとに

分かれ、３日間のローテーションで応援練習が予定されていました。 

 グランドが使用できないので、今日は武道場と体育館を２分割して,３会場で行いま

した。全校生徒が３色に分かれての練習ですから、それぞれの練習場所は生徒たち

の大きな声と熱気にあふれ、特に２色が集まった体育館は凄い！のひと言に尽きま

す。生徒たちの様子をお伝えしようと、できるだけ写真を掲載しましたが、生徒たちの

迫力ある声をお伝えできないのが残念です。 

 明日は体育祭予行が予定されています。雨天時は、木曜日の授業になります。天

候が怪しい場合は、両方の用意をお願いします。 

 学校長  栗原 公明 



2017年 6月 12日（月）  

体育祭に向けて・応援団エール交換練習 

  

 今日の昼休みは、各色の応援団員が下グランドに集合し、エール交換の説明と練

習を行いました。応援団長を中心として上級生が下級生応援団員を整列させ、練習

開始とともに元気な力強い声が校庭に響きました。明日から 3日間、総合の時間に

色ごと分かれて応援練習を行います。1年～3年生までの 250名近い集団を応援団

長を中心とした上級生がまとめ、今週末の本番に向けて熱い応援練習が続きます。 

 また、右の写真は、2年生の学年種目である「4人 5脚」の練習風景です。昼休み

に体育館でクラスごとに作戦を考えて練習していました。今日は 1組～3組、明日は

4組～7組になります。クラスの団結力の見せどころですね。 

9組の生徒たちがプランターに花植え 

  

 正門にあるプランターに、9組の生徒たちが花植えをしました。今週末には体育祭

があり、大勢のお客様が来校されます。みなさんに植えてもらったきれいな花々がお

出迎えです。 

 学校長  栗原 公明 



2017年 6月 9日（金）  

修学旅行の疲れを感じさせない 3年学年練習 

 

 今日は 3年生の学年練習が行われました。私は所用のため一部しか見ていないの

で、写真も 3年生が頑張っているようすをお伝えできるいいものがなく、ごめんなさ

い。学年の先生方に聞いたところ、修学旅行明けの練習となりましたが、よくがんばっ

ていましたとのことでした。3年間の積み重ねが発揮された「さすが 3年生！」という

練習だったことと思います。うれしいですね。 

体育祭応援ポスター by 英文書道部 

   

   



 体育祭まであと 1週間となりましたが、校内には英文書道部作成の体育祭応援ポ

スターが掲示されています。以前、校長室の入口案内カードをプレゼントしていただい

た英文書道部のすてきなポスターです。 

 昨日、今年度第 1回学・家・地連総会が、本校図書室を会場として行われました。

中川中学校区内の自治会長様をはじめ、地域の委員・役員の皆様、PTA関係の皆

様、学校関係者、関係機関の皆様など多数ご出席いただき、子どもたちの健全育成

に向け、情報交換を行いました。ご多用のところありがとうございました。 

 学校長  栗原 公明 

 

 

  



2017年 6月 8日（木）  

中川中図書館貸出・来館者数 

 

 

 4月末から 5月にかけて、こどもの読書週間が設けられていましたが、図書室前に

5月の貸出冊数と来館者の合計数が掲示されていました。学校司書さんが配置され

てから、図書室が魅力ある空間となり、以前にくらべて利用する生徒が増えたことは

嬉しいことです。人気図書ランキングも掲示されていましたので掲載しましたが、文字

が小さく見づらくてごめんなさい。ランキング 1位は、『ソードアート・オンライン アイン

クラッド』でした。ランキングの中で私が読んだことがある本は、『ペンギン・ハイウエ

イ』でした。 

 学校長 栗原 公明 



2017年 6月 7日（水）  

9組カレンダー＆なかちゅうギャラリー紹介 

  

 修学旅行に行っていたので、紹介が遅れてしまいました。おなじみの 9組カレンダ

ーは、梅雨のシーズンにぴったりのブルーを背景に、アジサイが咲いています。梅雨

の晴れ間にかかる虹も描かれていますね。ニュースによると、今日あたり、関東甲信

越まで梅雨入りとなりそうです。 

 そして、本校技術員さんによるなかちゅうぎゃらりー。今月は、横浜の開港記念日に

あわせて、薄暮の中の横浜税関前を進む水陸両用バス『スカイダック』の写真です。

私はこのバスに乗ったことがないので、機会があったら乗りたいです。 

 今日も 3年生が代休でお休みです。１つの学年がいないと寂しいですね。今日の午

前中は、地域の方々にご来校いただき、10月 28日に行う創立 70周年記念行事実

行委員会を行いました。地域の皆様のお力をいただきながら、着々と準備は進んでい

ます。 

 3年生のみなさん、明日元気な顔を見せてください。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 6月 6日（火）  

体育祭学年練習が始まりました 

  

 昨日修学旅行から戻り、本日出勤したら校庭には、体育祭の学年練習に向けてライ

ンが引かれていました。ちょっと学校を空けていたら、中川中学校は体育祭モードに

なっていました。生徒たちがしっかりと活動できる力があること、そして授業時間数も

確保できることから、今年から学年練習は１回のみとしました。今日は１・２校時が２

年生、３・４校時が初めての体育祭となる１年生の練習となりました。写真は左から１

年生、２年生になります。１年生は種目ごとに分かれて担当の先生から説明を受けて

います。また、２年生は、色ごとに整列しています。両学年ともきちんと集合・整列し、

話を聞くことができていました。なお、トリとなる３年生は、代休空けの８日（木）に学年

練習を行います。修学旅行を終えて、一段と団結力を強くした３年生も楽しみです。 

いざ出陣してきました 

  

 修学旅行レポートでお伝えしてきましたが、３年生は無事修学旅行から戻りました。

今年の修学旅行は、土日に出かけているため、本日と明日が代休になります。ご覧

のように、３年生のフロアは人の気配がなく、し～んと静かな空間です。 

 スローガンのように、７つのクラスが『七色物語』を完結し、力作となりました。 

 学校長  栗原 公明 



６月５日（月）  

修学旅行レポート１０ 

   

おはようございます。３日目になりました。今日の朝食は洋食です。朝食後、部屋を片付

けて、最初の見学地に向かいます。大きな荷物は、子どもたちよりひと足先に横浜に向か

いました。 

修学旅行レポート１１ 

   

河村能楽舞台に到着しました。６５０年も続いている伝統芸能ですが、初めて鑑賞した人がほ

とんどだと思います。高砂をみんなで声を出して合わせました。そして、代表生徒が鼓の演

奏、衣装の重さ、摺り足の体験をさせていただきました。最後に、能楽を鑑賞し、伝統芸能を

肌で感じることができました。 

  

  



修学旅行レポート１２ 

   

今日の見学は、クラス別行動です。１組、４組、７組は比叡山延暦寺、５組は平等院鳳凰

堂、２組、３組、６組は伏見稲荷のコースになります。私が一緒に回っている７組は延暦

寺。今日も快晴で、京都市内からも、これから行く比叡山がはっきりと見えました。到着

後、クラス写真を撮り、根本中堂でお坊さんのお話を聞き、１２００年絶やさずともる灯

火と薬師如来を見学して、昼食場所へと移動しています。 

  

修学旅行レポート１３ 

    

延暦寺見学後、琵琶湖を一望できるレストランで昼食を撮りました。本当に天気が良く、滋賀

県の伊吹山をはじめ、山並みもはっきり！ガイドさんもめったにありませんねと、お話をされ

ていました。昼食後、展望台から琵琶湖を眺め、友達と写真撮影し 

て、楽しいひと時を過ごしました。 

私は修学旅行で以前来たことがありましたが、琵琶湖は今回が最高にきれいでしたね 

  

  



修学旅行レポート１４ 

   

  

最後のレポートになります。京都駅で全クラスが合流して解散式を行いました。３日間お世話

になった看護師さん、添乗員さん、カメラマンさんに感謝の気持ちをお伝えしました。最後ま

で天候に恵まれ、京都駅から見える京都タワーの白が青空に映えています。３日間すべて快晴

の修学旅行は、久しぶりですね。３時２９分定刻どおり京都駅を出発しました。とても爽やか

な３日間でしたが日差しは強く、生徒たちは疲れていると思いますので、ゆっくり体を休めて

ください。明日から２日間は、代休になります。 

修学旅行レポートも今回１５号が最終になります。ご愛読ありがとうございました。詳しいお

話は、子どもたちがお土産として、持ち帰ると思います。 

 

 

  



６月４日（日）  

修学旅行レポート８ 

   

生徒の起床の放送から、２日目がスタート。朝食は係生徒のいただきますで始まりました。昨

日の夜は、しっかり眠れたのでしょうか。朝食会場は、子どもたちの元気な声に包まれている

ので、大丈夫でしょう！ 

  

修学旅行レポート９ 

   

今日は京都市内の班別自主行動。班ごとに決めたコースを、乗り物案内片手に寺社をめぐ

ります。最近の生活はナビに頼ることが多いので、果たして地図とのにらめっこはどうな

るでしょうか。 

今日は日曜日なので、見学地によっては、道路やバスが混雑していたようですが、夕方に

なると生徒たちが戻り始めました。ホテルの前で班の写真を撮り、受け付けで帰着のチェ

ックを受けて部屋に戻りました。 

  



６月３日（土） 修学旅行レポート７  

     

清水のおかべ家で夕食をとりました。お豆腐を中心としたお料理で、ボリュームたっぷり

の食事に、生徒たちは満腹です。これから宿泊するホテルに向かいます。バスは生徒たち

の元気な声でいっぱいです。 

６月３日（土） 修学旅行レポート６  

     

東大寺に到着しました。ご覧のように、人、人、人です。鹿も鹿せんべいを求めて生徒に

まとわりつき、なかなかせんべいがもらえないとわかると、逆ギレする不届きものもいま

した。 

６月３日（土） 修学旅行レポート５  

   

薬師寺に到着しました。東塔は改修工事でシートに覆われて残念ながら見ることができま

せんでしたが、団体が少ない時間帯で静かな雰囲気の中で仏像を見学できました。薬師寺



でお馴染みのお坊さんのお話は、笑いあり、説諭ありと話題豊富なお話に終始笑いが絶え

ませんでした。さて、次の見学地の奈良公園に向かいます。 

６月３日（土） 修学旅行レポート４  

  

   
昼食場所に向かう途中、大阪城が見えたとたん７組の皆さんは大歓声。ガイドさんは、これほ

ど大阪城が歓迎されるなんて嬉しいですねと話していましたが、私も同感です。なんて素直な

生徒たちなんでしょう！パークホテルでの昼食は、彩り豊かな食事となりました。 

最初の見学地、薬師寺に向かいます。 

６月３日（土） 修学旅行レポート３  

     

新大阪駅に到着しました。バスに乗車して、最初の見学地の法隆寺、薬師寺に向かいま

す。クラス選択の見学となり、私が同行している７組は薬師寺に向かっています。バス

は、早速淀川を渡り、梅田スカイタワーが見えてきました。 

６月３日（土） 修学旅行レポート２  

   



乗車後ひと息ついたら、みんなが楽しみにしているおやつの時間。車内はあっという間

に、甘い香りに包まれ、にぎやかに。おやつの香りと子どもたちの元気さに誘われて、車

中から富士山もくっきり！新幹線は、京都に着きました。中川中は、新大阪駅まで行きま

すが、あと 10分ほどで到着です。先生たちは下車準備を始めました。車中からのレポー

トでした。 

６月３日（土） 修学旅行 レポート１  

     
修学旅行が始まります。快晴、爽やかな朝を迎え、新横浜駅で出発式を行いました。実行委員

の司会で進み、実行委員長のあいさつから始まり、３日間お世話になる添乗員、カメラマンの

紹介がありました。いつものように、しっかりと話を聞き、安心できる学年集団です。定刻ど

おり、新横浜駅を出発しました。 

  



2017年 6月 1日（木）  

行ってきま～す！ ｂｙ 修学旅行荷物 

   

 ６月３日から２泊３日の予定で３年生は、奈良・京都方面に修学旅行に出かけます。

明日が横浜の開港記念日で学校がお休みのため、今日生徒たちは荷物を持って登

校し、午後トラックに積み込みました。自然教室同様キャリーバッグ（私は勝手にコロ

コロと呼んでいますが、誰も理解してくれません）が多く、中には海外旅行に行くの？

と思えるほどの大きなバッグもありました。修学旅行から戻って来る時には、お土産

がいっぱい入っているんでしょうね。 

 生徒たちはトラックに荷物を積み込んでから、結団式を行いました。係生徒の代表

がしおりを使って説明し、最後に学年主任から話がありました。６月３日は万全の体

調で参加できるようにしてくださいね。 

 なお、旅行期間が６月３日（土）・４日（日）・5日（月）となるため、3年生は土日の代

休として６月６日（火）・７日（水）の両日が代休になります。今回も現地からの修学旅

行レポートを送りますが、土日が入るため、６月５日にまとめてお届けすることになる

と思います。 

 

 

 

 

 

 



１年生 体育祭の種目練習 

  

 修学旅行の結団式で体育館に向かう途中、グランドでは、１年生が体育の授業で、

体育祭の学年種目の練習を行っていました。そして、今日の放課後も３年生が中心と

なって応援練習を行い、元気な声が校長室まで聞こえてきました。あちらこちらで、生

徒たちの活躍する場面が見られて嬉しいです。 

《おまけ》 

 昨日の学校日記で、１年生のあるクラスが学級目標を決めている様子をお伝えしま

したが、今朝担任に聞いてみました。 

 その目標は、『きんのもやし』？？ 何やら某スーパーの商品みたいと思い、担任に

聞いたところ、「きずな だんけつ のびのび もりあがり やさしい しんらいできる」

のことばの一部をつなげたとのことでした。なぜ「もやし」なのかと聞いたら、どうやら

担任に由来がありそうでした。何組かな？ 

 学校長  栗原 公明 

 

 


