
2017年 7月 1日（土）  

市総体速報！サッカー・野球 

  

 市総体が始まりました。この日は、富岡東中学校でサッカー部の試合が行われまし

た。対戦相手は、もえぎ野中学校。終始主導権を握り、試合を進めていましたが、終

了間際に同点ゴールを決められ、延長戦かと思われました。しかし、最後まで集中力

を切らさず攻め続け、終わる寸前に決勝ゴールを決め、見事２－１で勝利！ 

  

 サッカー部の試合後は、東戸塚にある境木中学校で行われる野球部の試合の応援

に行きました。境木中は、私が中川中に異動する前に校長として勤務していた学校

で、懐かしかったです。そこのグランドで、緑が丘中学校と対戦しました。初回に 1点

を取られましたが、序盤に逆転し、後半へと試合が進みました。お互いにピンチをしの

ぎ、我慢の試合になりましたが、6回に同点に追いつかれ、延長戦になりました。延長

に入ってからも緊迫した試合展開となる中で、8回に見事３－２のサヨナラ勝ちとなり

ました。 

 学校長  栗原 公明 



2017年 7月 2日（日）  

市総体速報！ バドミントン・サッカー 

  

 今日はあざみ野中で行われているバドミントン部の応援に行きました。この日は団

体戦が行われ、シャトルが風の影響を受けないように暗幕を引き、窓を閉めて行う過

酷な試合条件の中で選手は頑張っていました。対戦相手は、深谷中学校。随所にす

ばらしいショットが見られた試合でしたが、健闘及ばず１－２で残念ながら敗れてしま

いました。 

  

 あざみ野中から、金沢区にある並木中に移動しました。午後から行われるサッカー

部の応援に行きました。対戦相手は、富岡東中学校。今日も中川中学校の赤のユニ

フォームが試合の主導権を握り、しばしば相手ゴールに迫りましたが、なかなかゴー

ルネットを揺らすことができませんでした。そうこうしているうちに、相手に得点を許し、

結局この得点が決勝点となってしまい、０－１で敗れてしましました。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 3日（月）  

東急ギャラリーバスに美術部の作品展示 

 

 毎年恒例になりました東急ギャラリーバスへの美術部と写真部の作品展示。7月は

美術部、8月は写真部の予定です。今回も交通安全・交通マナーをテーマに、すてき

な作品を制作しました。ギャラリーバスへの展示開始日については、わかり次第皆様

にお知らせします。 

 これから出張のため、個々の作品の紹介は後日いたします。雑な学校日記でごめ

んなさい。7月 1日、2日に行われた市総体の様子も学校日記に掲載しましたのでご

覧ください。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 4日（火）  

地区懇談会を開催 

  

 本日 15:30より、本校にて地区懇談会を行いました。昨年度より会場を本校に移し、

生徒も懇談会に参加して行っています。今年も校外委員の皆さんが中心となって企

画・運営にあたっていただきました。また、参加した生徒は、生徒会本部役員と専門

員委員会委員長のみなさんです。 

 今年のテーマは、『中川中学生、地域とのコミュニケーション、どうとっていく？』で

す。地域のみなさんとのコミュニケーションツールとして誰もができそうでなかなかでき

ない「あいさつ」、地域行事への参加や地域との交流、地域の危険なエリア等の情報

交換など、限られた時間でしたが有意義な時間となりました。本日ご参会いただきま

した自治会長様をはじめ、地域の皆様、学区小学校の保護者の皆様、本校ＰＴＡ役

員・委員・保護者の皆様、まことにありがとうございました。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 5日（水）  

東急ギャラリーバスの美術部作品紹介 

   

   

   

   

 

 前回紹介した東急ギャラリーバスに掲出される 13作品です。すてきなポスターが、

私たちの身近におきている交通事故やトラブルを減少させる大きな力になることでし

ょう！ 



2017年 7月 6日（木）  

７月の９組カレンダー＆”なかちゅうギャラリー” 

  

 ７月の声とともに気温がぐんぐん上がり、暑さについていくのがきつい感じがします

ね。月初めは、恒例の９組カレンダーの紹介です。今月は明日の七夕がデザインさ

れ、カブトムシやクワガタもいます。明日の天気はどうでしょうか。九州では記録的な

豪雨となり、多数の行方不明者がでているようです。改めて自然の猛威を思い知らさ

れるとともに、自分の身を守ることの大切さを痛感しました。 

 そして、これまた恒例の技術員さんによる”なかちゅうぎゃらりー”。沖縄地方の梅雨

明けにちなんで、沖縄県の伊良部大橋の写真が展示されています。この橋は、全長

３５４０m、通行料金を徴収しない日本最長の橋だそうです。 

 夏休みまであと２週間。来週からは、個人面談が始まります。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 7日（金）  

都筑区個別支援学級 第 1回交流会 

  

 今年度初めての都筑区個別支援学級交流会が早渕中学校体育館で行われまし

た。今日は七夕です。織姫と彦星が 1年に 1度出会うこの日に、都筑区の皆さんが

出会うというのは、何となくハッピーな気持ちになりますね。織姫と彦星さんは、1年に

1度しか出会うことができませんが、みなさんは、４回の交流会とみんなが楽しみにし

ている宿泊学習で、都筑区のお友だちと一緒に過ごすことができます。 

 さて、今回は最初の交流会なので、各校の 3年生代表生徒による学校紹介後、自

己紹介を行いました。その後、今年 1年間一緒に活動する班ごとに整列し、班ごとに

自己紹介を行いました。自己紹介では、事前に各自が作成した名刺を交換しました。

そして、さらに班の仲間の親睦を深め、都筑区のみんなが早く仲良くなりお友だちに

なることができるように楽しいレクを行いました。 

 最後にみんなで、「すてきなともだち」を歌って交流会は終わりました。年度末には、

区内の 8校がまるで１つの学校のようにお互いが仲良くなることでしょう。 

 

 

 

 

 



校長室前にも七夕飾り 

  

 校長室の前にも七夕飾りがあります。「願いを短冊にかいてください」というメッセー

ジをつけておいたところ、嬉しいことに出張から戻るとご覧のように願いが書かれた短

冊がいっぱい！どうもありがとう。 

  学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 8日（土）  

市総体速報！ 

  

 今日は高田中学校グランドで、先週サヨナラ勝ちを収めた野球部の試合が行われ

ました。対戦相手は、同じ区内の中川西中学校。なかなか中川中に流れを呼び戻す

ことができず、残念ながら１対３で敗れました。しかし、最終回、意地の一発、ホームラ

ンが飛び出しました。公式戦でホームランを見たのは、久しぶりです。何度もピンチを

凌ぎ、粘り強く戦った選手たちはすばらしいです。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 9日（日）  

市総体速報！ 

  

 今日は女子バスケットボール部の試合が、本校体育館で 8時 45分から行われまし

た。対戦相手は、上白根中学校。後半まで 3点差の中で、追いつ追われつの接戦で

したが最後に突き放し、６０対４４で勝利を収めました。 

 引き続き、本日 13時 45分より、次の対戦があります。頑張れ、なか中！ 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 9日（日）  

市総体速報！ その２ 

  

 午前中の試合で勝ったバスケットボール部は、午後は飯島中と対戦しました。果敢

に攻め続けましたが、今一歩届かず、残念ながら負けてしまいました。午後は気温が

さらに上がり、過酷な状況での試合でしたが、一生懸命に頑張りました。 

 この週末も生徒の試合にたくさんの保護者や生徒の皆さんが応援にきていただき、

心より感謝申しあげます。 

 明日から保護者面談が始まります。よろしくお願いいたします。 

  学校長 栗原 公明 

  



2017年 7月 10日（月）  

１年生の学年目標 

 

 本日から夏休み前の面談が始まります。１年生のみなさん、中川中学校に入学して

過ごした３か月はどうですか。マザー牧場への遠足や体育祭では、仲間と協力し助け

合い、しっかりとやり遂げることができました。学年目標である『つくりあげよう ２３４

人の絆』のとおり、クラス・学年の結束力を強めることができたことと思います。夏休み

前に、入学後の生活、学習、家庭での生活などについて振返り、今後の学校生活に

つなげてください。 

  



１年生の廊下掲示物もご覧ください 

  

 １年生の廊下には、国語の時間の作品が掲示されています。教科書に載っている

詩を選び、そこからイメージするイラストと感想、説明が書かれています。子どもたち

の自由な発想やすてきな感想にいつも感心し、癒されるので、作品を読ませてもらう

のは大好きです。 

《おまけ》 １年生のあるクラスの学級目標 

 

 以前、学校日記で１年生のあるクラスの学級目標を決めているようすを紹介しまし

たが、そのクラスの目標が教室に掲示されていました。「きんのもやし」？？？と思い

ましたが、この学級目標を見て納得！クラスの仲間と担任のイラストがかわいらしくて

すてきでした。最近の目標やスローガンに、「あいうえお作文」的なものが多いのです

が、これってブームですかね。 

 学校長  栗原 公明 



2017年 7月 11日（火）  

２年生のフロアには、「私の枕草子」 

  

 今日は２年生のフロアに掲示されている作品を紹介します。国語の時間にまとめた

「私の枕草子」。すてきな季節のイラストが描かれ、私ではまったく想像できないような

発想・感覚で、「こんな発想できるんだ」と思える表現で季節感を伝えています。作品

には、わかりやすい解説も書かれていますが、今回は季節のタイトルのみ紹介させて

いただきます。時間の関係で学年全体の作品は読んではおらず、一部を読んでの紹

介になったこと詫びいたします。 

◆春は桃色 夏は青 秋はオレンジ 冬は白 

◆春はキャベツ 夏はトマト 秋はきのこ 冬は大根 

◆春は入学式 夏は体育祭 秋は文化祭 冬は百人一首大会 

◆春はお花見 夏は夏祭り 秋は文化祭 冬は正月 

◆春は花 夏はひまわり 秋は紅葉 冬は水仙 

 最近は季節の野菜、果物といっても１年中、お店で見かけることができるので、季節

感がなくなっているせいか、とても新鮮に感じました。また、中川中学校の特色ある教

育活動の中にあげられる体育祭・文化祭が紹介されているのも嬉しいですね。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 12日（水）  

ＥＳＳ部の活動紹介 

  

 今日はボランティアとしてＥＳＳ部の活動を支援していただいている方が来校する日

です。そこで、放課後ＥＳＳ部が活動している教室の扉をあけたとたん、子どもたちの

楽しそうな明るい笑い声と英語が聞こえてきました。ボランティアの先生を囲んで、各

自が持ってきた写真について、一人ひとり順番に説明をしているところでした。私が入

った時には、自分が飼っているカタツムリの写真を見せて説明をしているところでし

た。私の英語力は以前にもお話したように、”ジス イザ ペン”のレベルですので、よ

くわからなかったのですが、カタツムリの名前が”カタ”と”ツムリ”らしい話をしていて、

楽しくて思わず笑ってしまいました。 

 英語の授業でＡＥＴを囲み、すべて英語で会話を進めるＳＥＰＲＯの授業があります

が、授業とは違った雰囲気でのびのびと楽しそうでした。ボランティアの先生も子ども

たちに寄り添って支援していただき、とてもすばらしい先生です。この恵まれた環境、

先生との時間を大切にしてください。生きた英語を学べるＥＳＳ部、楽しみですね。 

 学校長  栗原 公明 

 

  



2013年 7月 13日（木）  

面談最終日になりました 

   

 本日は夏休み前の面談最終日になりました。昇降口で登校する生徒をお迎えする

時に撮った夏空。7月になってから、見上げると毎日見られる夏空です。連日厳しい

暑さが続く中、丘の上の中川中学校までありがとうございます。 

 さて、3年生の教室の前には、高校案内のガイドブックと学校に送られてきた高校の

パンフレットがおかれていました。また、廊下の高校のポスターも次第に増え、現在は

廊下の端まで掲示されています。3年生は、いよいよ進路に向けた取組が本格化して

きました。この夏休みに生徒向けの説明会や体験を予定している学校もたくさんある

と思いますので、この夏休みを有意義に活用してくださいね。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 14日（金）  

”そうだ図書室に行こう” 夏休みの特別貸出 

  

 夏休みまで、あと１週間。昨日で保護者面談が終わり、授業日はあと３日のみとなり

ました。この３連休も、市総体の大会が行われることと思います。選手のみなさん、日

頃の練習成果を存分に発揮してください。 

 さて、図書室も夏のキャンペーン ”そうだ 図書室に行こう”が始まりました。夏休み

の特別貸し出しは、１人１０冊まで、じっくりと読書ができそうです。図書室に行くと、新

刊コーナーや図書委員お薦めコーナーが設けられています。私が図書室に行った時

には、「人気のある新刊は貸し出されていますよ」と司書さんがお話をされていまし

た。 

６月の図書室利用状況 

 

 学校長  栗原 公明 



2017年 7月 16日（日）  

市総体速報 ～女子バレー部～ 

  

 学校のネット環境が変わり、学校ホームページが掲載できなかったでのすが、よう

やく可能となり、掲載再開となりました。これからも、よろしくお願いいたします。 

 あかね台中学校で女子バレーの大会が行われました。対戦相手は、横浜市５位の

あかね台中学校。第１セットを先取されたものの、２セット目は互角の戦いとなり、最

後までもつれる展開となりました。途中リードされましたが、２３対２３と追いつく展開。

しかし、相手も強豪校、最後まで粘りをみせ、惜敗。生徒たちの最後まであきらめない

プレーがすばらしかったです。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 7月 16日（日）  

市総体報告 ～男子バスケットボール部～ 

  

 午後から中川中学校に戻り、本校体育館で行われる男子バスケットボール部の応

援をしました。チームはシードされているので、この試合から登場です。試合は終始、

中川中学校のペースで進み、６３対４２で見事勝利を収めました。次回は、ベスト８を

かけて、7月 22日（土）、十日市場中学校１１：１５の試合になります。 

 めざせ、県大会出場！ 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 17日（月）  

市総体報告 ～剣道部～ 

   

 文化体育館で剣道の大会が行われました。ブロック予選を勝ち抜いて市大会本選

に勝ち上がってきた４８校によるトーナメント戦です。中川中学校は男女とも予選を勝

ち進み、本選出場を果たしました。最初に女子の試合が行われ、接戦となり勝者数は

２対２で同数したが、残念ながら取得本数差で惜敗。続いて行われた男子の試合も

接戦となり、大将戦まで１対１、大将戦勝負となりましたが、惜しくも負けてしまいまし

た。 

 予選を勝ち抜き、接戦となり、最後まで頑張った選手たちに拍手です。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 18日（火）  

今日だけ僕の出番です！ 

   

 僕は”てるてる坊主”です。校長室の扉に掲げてもらい、いつでも出られるように心

の準備をしていたのですが、今年はほとんど出番がなく、ちょっとくさり気味でしたが、

急きょ出番がきました。それも過激な状況での出番となり、緊張気味です。というの

は、右の写真のように校長室前のヒマラヤ杉に落雷があり、この状況を何とかしなく

てはならないのです。幸いにも、力を温存していたおかげで、まもなく雨があがりまし

た。 

 中川中学校の生徒たちは落雷時、悲鳴とともにどよめきが起きましたが、そのあと

は落ち着いて道徳の授業に取り組みました。切り替えがきちんとできて、すばらしい

生徒だなと思いました。 

 今日は、校長の出番がなく、”てるてる坊主”のコメントで終わります。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 19日（水）  

今日は大掃除がありました 

   

   

 昨日、”てるてる坊主”さんにお褒めのことばをいただいた中川中生ですが、今日

は、4月から使っていた教室や廊下などの大掃除をみんなで行い、そして保健美化委

員がワックスがけを行いました。ワックスが塗られた教室はピカピカとなり、本当に気

持ちがいいものです。全校生徒が磨きだしを一生懸命に行い、昨日”てるてる坊主”さ

んが言っていたとおりの生徒たちで、校長としても鼻高々です。 

 さて、二段目の写真は、ワックスがけに向けてスタンバイ中のモップ、そして、役目を

終えてきちんと整列している磨き出しに使われたナイロンたわしやモップ、バケツで

す。作業後、保健美化委員の生徒たちが、片づけをしっかりと行いました。 

 最後に、モップたちの談話を紹介します。 

 「私たちの機能を存分に発揮させてもらい、本当にたわし冥利、モップ冥利につきま

す。また、一仕事終えた後も、丁寧に並べていただき、校長の目にもとまったようで、

このように学校ホームページのブログに掲載されました。中川中学校のみなさん、あ

りがとう」 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 20日（木）  

夏休み前の授業が終わりました 

  

 夏休み前までに使った教室も昨日きれいにし、今日は夏休み前の最後の授業とな

りました。全校集会では、校長から、4月からの学校生活を振り返り、生徒の皆さんが

頑張ったこと、よかったことを話しました。話の最後に、先日お亡くなりになられた日野

原重明先生が放映された番組の中で語られていたことばを紹介しました。 

 「鳥は飛び方を変えることはできない。動物は走り方を変えることはできない。しか

し、人間は生き方を変えることができる」「自分に与えられた時間をどう使うか」 

 さて、時間割がない夏休みの時間、みなさんはどう使いますか。 

文化祭のスローガン発表！ 

 

 今年の文化祭のスローガンとテーマソングが、文化祭実行委員長から発表されまし

た。スローガンは、「星瞬祭」、テーマソングは「ムーン・ソング」。すてきなスローガンで

すね。テーマソングは、私は悔しいですが、･････でした。 



体育祭参加賞・PTA特製ノートが完成 

   

 体育祭の参加賞として 3年前から PTA本部が作成し、多くの皆様から好評をいた

だいております特製ノートが完成し、本日全校生徒に配られました。今年も各色の応

援団旗と応援マニュアルが表裏の表紙にデザインされ、さらに今年は各クラスの黒板

に描かれていた「黒板アート」がノートの内側にデザインされていました。中川中学校

自慢のノートです。 

  

 ※ネット環境の変更により、ホームページの更新がうまくいかず、校長ブログが滞っ

ていました。本日、7月 16日（日）～7月 20日（木）まで、一挙掲載しました。5日間

の学校の様子、生徒の活動をご覧ください。これからも、ご愛読よろしくお願いいたし

ます。 

 なお、夏季休業中の更新は不定期になりますので、ご了承ください。 

 学校長  栗原 公明 

 

 

  



21017年 7月 21日（金）  

市総体速報 ～男子バレーボール部～ 

   

 県大会出場を決めました！ 

本校の体育館で男子バレーボール部の大会が行われています。10時から本郷中学

校との試合が行われました。終始中川中学校のペースで試合が進み、セットカウント

２－０で快勝しました。これで、横浜市ベスト１６となり、県大会出場を決めました。次

の試合は、12時の予定です。 

 学校長 栗原 公明 

市総体速報 ～男子バレーボール部 第 2弾～ 

  

 今日は本校で試合が行われているので、続報を掲載します。12時からベスト８をか

けた試合が始まりました。相手は、六ッ川中学校。強打とレシーブで食い下がってき

ましたが、終始中川中のペースでリードする展開となり、セットカウント２－０で勝利。

みごとベスト８に進出です。2時半ごろから、ベスト４をかけての試合になります。 

 学校長  栗原 公明 



市総体速報 男子バレーボール部 市ベスト４ 

   

 ベスト４をかけた第３試合は、東山田中学校との対戦となりました。１セット目は、中

川中のペースで終始リードし、とりました。しかし、２セット目は、相手ペースで試合が

進み、５点差がなかなか詰められない展開となりました。終盤追い上げ、２３対２３の

同点となり、その後ジュース、点の取り合いの中で、２６対２６の展開に。ここからが、

ものすごい集中力で一気に相手を突き放し、２８対２６でこのセットをとり、セットカウン

ト２－０で勝利を収めました。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 22日（土）  

茶道部 お茶席 

  

  

   

 コミュニティハウス和室にて、茶道部のお茶席に出せていただきました。３年生が亭

主、２年生が半東としての茶席、とても立派な御点前でした。コミハの和室はご覧のよ

うに床の間には、桔梗、そして「喫茶去」と書かれた掛軸がかけられ、あわただしく過

ごしている日常を忘れさせてもらえる癒しの空間でした。 写真には、茶道部員が作ら

れたお茶席のご案内と、とてもおいしかった和菓子も掲載しました。これから、私は十

日市場中に男子バスケットボール部の応援に行ってきます。 

 学校長  栗原 公明 



2017年 7月 22日（土）  

市総体報告 ～男子バスケットボール部～ 

  

 ７月２２日（土）、十日市場中学校体育館で県大会出場をかけた試合が行われまし

た。勝ったチームが市大会ベスト８となります。対戦相手の鶴ヶ峯中学校とは、序盤

から接戦となり、どちらが勝つか予想がつかない展開となりました。しかし、最後まで

あきらめずに追い上げたのですが、残念ながら敗れてしまいました。 

 バスケットボールは、１２校が県大会に出場できますので、明日２３日、県大会出場

をかけてベスト８に進めなかったチームで決定戦を行います。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 22日（土）  

『虫送り』行事に生徒が参加しました 

   

   

 7月 22日（土）午後 5時に南山田自治会館において、横浜市無形民俗文化財に指

定されている伝統行事『虫送り』のセレモニーが行われました。その後、山田神社で

祭式を行い、獅子を先頭に五人囃子、松明行列と続き、社殿を 3周して、囃子は虫送

りの曲という哀愁を帯びた曲を奏でながら町内を歩き、200本の松明行列は幻想的で

夏の夜を美しく演出しました。最後は夏みかん公園で、お囃子に合わせて獅子舞とひ

ょっとこ踊りが行われ、フィナーレとなりました。 

 今回は保存会からの要請で、中学生が太鼓を持って町を歩くお手伝いの依頼を受

け、2年生男子５名が参加しました。地域の方々から大いに感謝されるとともに、地域

の伝統行事に中学生が参加することの意義は大きいです。ありがとうございました。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 23日（日）  

吹奏楽部コンクール 

   

 横須賀芸術劇場で横浜吹奏楽のコンクールが行われました。本校吹奏楽部は、課

題曲『マーチ・シャイニング・ロード』、課題曲『時の航海 シドニーの興味深い歴史を

祝して』を演奏しました。５０名で編成される A編成の部に出場し、とてもすてきな演

奏を聞かせていただきました。残念ながら銀賞で次に進むことはできませんでした

が、演奏を終えてホールから出てきた生徒たちの表情は立派にやり遂げた清々しい

表情でした。 

 この後、全員で写真を撮り、その後３年生だけで撮影をしました。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 23日（日）  

市大会速報  

 ～男子バレー、男子バスケットボール部～ 

  

◆男子バレーボール部 市 3位！ 

 先日お伝えしましたが、市ベスト４となり、神奈川大学体育館において、4校のリー

グ戦を行いました。みごと 3位となりました。週末に行われる県大会、頑張ってくださ

い。 

  

◆男子バスケットボール部 県大会出場決定！ 

 昨日ベスト８決めで惜しくも敗れてしまいましたが、敗れた８校のうち４校が県大会

に行くことができるので、残り４枠を決める県大会出場決定戦が東山田中学校体育館

で行われました。対戦相手は岩井原中学校でしたが、８１対６０で快勝。みごと県大会

出場を決めました。週末に行われる県大会、頑張ってください。 

  

 両大会とも他の会場に応援に行っていたため、結果のみのご報告となります。ごめ

んなさい。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 24日（月）  

夏休みの学習会が行われています 

   

 市総体も一段落したので、今日は久しぶりに学校で仕事をしています。学校では、

全学年で夏休み学習会が行われています。基本的なことをしっかりと確認して、夏休

みまでに学習したことの復習にいかしてください。グランドでは、野球部が新田中学校

と練習試合を行っていました。 

 今日の写真は、職員室前に展示されている写真部の作品の中から、みなとみらい

地区の写真を掲載しました。なお、写真部は、8月 1日（火）・2日（水）に都筑区役所

区民ホールで、恒例の生徒作品展を予定しております。よろしくお願いいたします。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 25日（火）  

皆さんが使いやすいようにリニューアル！ 

  

  

 夏休みを迎えるにあたり、校内施設を生徒のみなさんが使いやすいようにリニュー

アルしました。 

 ３年昇降口の流しは段差があり、生徒が躓きやすい環境でしたので、フラットにして

水飲み場が使いやすいように設置しました。これからは、安心して通ることができま

す。 

 そして、もう一つはサポート教室。いろいろな悩みや課題を抱える生徒たちの登校

支援や学習支援を行う教室です。生徒や職員の力を借りて、とても心地よい空間に

変わりました。 

 今日も夏の学習会が行われ、多くの生徒たちが取り組んでいました。 

 学校長  栗原 公明 



2017年 7月 27日（木）  

演劇発表会に向けて熱演！ 

   

 明日は横浜市中学校演劇発表会（横浜北部ブロック 11校が参加）が、青葉公会

堂で行われます。前日に行われている稽古は、当然ながらとても熱の入った稽古で

す。稽古が行われている教室に入ると、そこは別の空間！部員たちの真剣な演技に

圧倒されてしまいました。 

 ◆日時 平成 29年 7月 28日（金） 10:30～11:20 

 ◆会場 青葉公会堂 

 ◆演題 『誰か私を･･･』 

 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 7月 28日（金）  

第 71回横浜北部中学校演劇発表会 

  

 本日青葉公会堂において、横浜北部中学校演劇発表会が行われました。写真は、

ステージが終わりロビーに出てきた部員たち。保護者の皆様に温かく迎えていただ

き、みんなで集合写真をとりました。 

 今回の舞台の脚本は生徒がつくりました。題名は、『誰か私を････』です。あらすじを

紹介すると、「ある日、2人の少女と１人の少年が出会う３人は、それぞれ問題を抱え

ていた。そして、とある『歌』をきっかけに仲良くなる。だが、突然会うことが許されなく

なる。数年後、３人は再開するものの････そして、３人は全員同じものを求める」という

ストーリーでした。 

 ５０分間の舞台でしたが、「人に愛されること」「幸せってなんだろう」と考えさせられ

た劇でした。中川中学校の紹介パンフレットには、「誰か私を信じてくれる人がいるな

ら、辛いことがあるから小さなことにも幸せを感じるよ。願い続ければ、いつかは叶う

はずだから」というメッセージが書かれていました。 

 昨日の学校でのリハーサルを見させていただいたので、今日の舞台はとても楽しみ

でした。本当にとてもすばらしい舞台でした。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 29日（土）  

県総体速報！ ～男子バスケットボール部～ 

   

 県大会が始まりました。今年は、会場が横須賀地区ということで、試合会場が本校

にとっては遠くになります。男子バスケットボール部は、１１時４５分から、逗子アリー

ナで行われました。対戦相手は、県央地区１位でシード校になっている強豪校、相模

中学校。試合は互角の展開で、最後まで接戦となりましたが、最後に突き放し、６０対

５２で勝利を収めました。２回戦は、午後３時３０分、横浜市立名瀬中学校です。 

 学校長 栗原 公明 

県総体速報 ～男子バレーボール部～ 

  

 男子バレーボール部は、28日（土）13時より、横須賀北体育館で、川崎市立富士見

中学校と対戦しました。1セット目から接戦となり、残念ながら２３－２５で惜しくも取ら

れてしまいました。続く 2セット目も、1セット同様接戦となり、２３対２３から相手に得

点され、このセットも残念ながら取られてしまいました。体育館は非常に蒸し暑かった

のですが、生徒たちは一生懸命にプレーしていました。また、たくさんの保護者の皆

様にも応援にきていただき、本当にありがとうございました。 

 学校長  栗原 公明 



県総体速報！ ～男子バスケットボール部～ 

  

 男子バスケットボール部の 2回戦の相手は、名瀬中学校。これまでも何度か対戦し

た相手でしたが、気を緩めることなく、最初から厳しく相手を攻めたて、８０得点を挙

げ、相手を突き放しました。 

 逗子アリーナは、夏の日差しが厳しかったのですが、私の携帯に学校から電話が入

りました。この日は、午後 7時から牛久保東自治会の夏祭りのパトロールが予定され

ていたのですが、横浜は土砂降りとの連絡でした。結局この日の夏祭りは順延になり

ましたが、私が家についた 6時過ぎには、土砂降りでした。 

 学校長  栗原 公明 

  

  



2017年 7月 30日（日）  

男子バスケットボール部 県ベスト８！ 

   

 今日は会場を三崎口駅にある潮風アリーナ。県ベスト４をかけて、坂本中学校と対

戦しました。相手選手に県選抜に選ばれている”スーパー中学生”がおり、これまでの

試合も、その選手だけでチーム得点を稼いでいる強豪校です。最初から厳しい試合

展開でしたが、最後まであきらめずに食らいつき、善戦しました。残念ながら敗れてし

まいましたが、県ベスト８おめでとうございます。この 2日間、保護者の皆様には、多

数応援にきていただき、本当にありがとうございました。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 7月 31日（月）  

夏休みだからこそできること 

 

 早いもので今日で７月が終わります。夏休みになってからは、生徒たちが大会や発

表、コンクールなど、一生懸命に取り組む姿に感動し、とても充実した時間を共有させ

ていただきました。担任の先生方から、夏休みに入る前に、「夏休みだからできること

を考え、ぜひ取り組んでください」というようなお話を聞いた人も多いかと思いますが、

生徒の皆さん、いかがお過ごしですか。 

 さて、職員室も夏休みだからできることとして、技術員さんによる職員室の床の磨き

出しとワックスがけが行われました。ご覧のように、１年間の汚れが取れ、ピカピカ！

明日は、校長室の床の磨き出しとワックスがけをしていただきます。 

 明日から８月。校長ブログでは、いろいろと書かせていただきましたが、私はという

と･･･「夏休みだからこそできること」は、何もやっていない･･･私です。 

 学校長  栗原 公明 

 


