
2017年 9月 1日（金）  

今日から 9月 久しぶりに窓が開放 

  

 今日から 9月になりました。横浜市は、8月 28日から夏休み明けの授業が始まり

ましたので、テレビのキャスターが、「明日、9月 1日から、全国の学校では授業が始

まりますね」という言葉に「？？？」と違和感を感じました。そういえば、「24時間テレ

ビ」が始まると、夏休みもあと１週間、心も体も準備をしなければと思った教員時代で

した。 

 さて、今日から９月。９組のカレンダーも秋の味覚満載！くり、かき、ぶどう、そして赤

とんぼ（これは、食べません）。厳しい暑さが和らぐといいなと思っていたら、今日は涼

しい朝となりました。いつもエアコンをかけて、窓を閉めているのですが、今日は窓を

開けて、カーテンが揺らいでいる教室がたくさんありました。しかし、また日曜日から

暑さが戻ってくるようです。来週は、前期期末試験が予定されています。体調管理に

気を付けて、勉強頑張ってくださいね。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 9月 4日（月）  

明日から前期期末試験が始まります 

  

 左の写真は、３年生のあるクラスの黒板に書かれている担任からのメッセージで

す。このクラスの黒板には、毎日担任から温かい素敵なメッセージが書かれています

が、今日のメッセージは、ズバリ！「いよいよ明日からテスト！ファイト」と書かれてい

ました。今日の放課後は、「学習相談日」。教科担任が教室で待機しているところに、

生徒たちが明日のテストに向けて、質問する姿が見られました。 

 右の写真は、恒例の技術員さんによる”なかちゅうぎゃらり～” 今回は、夏休みに

赤レンガ倉庫周辺を散歩された時に、撮影した写真です。インスタグラムにぴったり

の”インスタ映え”するだろうなあという写真です。ぜひ技術員室前を通った時には、ご

覧ください。 

 今日は、創立７０周年記念事業実行委員会を行いました。委員の皆様には、ご多用

のところ、ご来校いただき、ありがとうございました。 

 最後に私からも生徒の皆さんに、”ファイト！” 

（私の世代だと、”ファイト”ときたら、つい”一発！”と言いたくなってしまい、ちょっと物

足りない感じがします。ＣＭの影響力は大きいですね） 

  学校長  栗原 公明 

 

  



2017年 9月 5日（火）  

今日から前期期末試験が始まりました 

  

 今日から 3日間、期末試験が行われます。今日は、英語、美術、技・家の 3教科が

行われました。気温も上がってきたのとあわせて、教室は生徒たちの試験に対する熱

い思いで、熱気に包まれていました。 

 さて、今日のように一斉下校の時には、職員が地域に出向いて下校指導を行うこと

があります。本日も職員が地域に出かけて、安全指導と下校指導を行いました。730

名の生徒たちが、限られたスペースの通学路で下校するため、地域の皆様にご迷惑

をおかけしているところですが、今後も生徒に対するマナーの指導、職員による下校

指導などを行っていきますので、ご理解とご協力よろしくおい願いいたします。 

 足取りが軽い生徒を下校中に見かけたので、「テストよかったみたいだね！」と声を

かけたら、「ぜ～んぜん」という返事が返ってきました。切り替えの速さとポジティブさ

は、将来大物の予感！？ 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 9月 6日（水）  

70周年記念行事に向けて着々と！ 

 

 70周年記念行事のメイン会場となる本校体育館。今日は技術員さんが体育館のエ

ントランスホールの磨き出し、ワックスがけを行いました。この場所は、ふだん多くの

生徒たちが通る場所なので、今日のように試験中で生徒が通らない日は、ワックスが

けには絶好の日。以前から計画され、写真のように、ホールは鏡のようにピカピカに

なりました。とても嬉しいです。みなさん、きれいに使ってくださいね。 

  



個別支援学級区合同遠足に向けた事前学習 

  

 9月 8日は、都筑区個別支援学級の合同遠足が予定されています。昨年は台風の

接近により、中止となりましたが、今年は雨が心配ですね。遠足は新江の島水族館に

行きます。11月に行われる都筑区宿泊学習に向けた班活動の一環として行われま

す。9組の教室では、当日の予定を確認しながら生徒たちは、活動予定表に記入して

いました。 

 いよいよ明日は、期末試験最終日。あと 1日頑張ってください。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 9月 7日（木）  

明日から新刊貸出が始まります 

 

  

 図書室についての情報です。明日から、新刊の貸出が始まります。入荷した本は、

とても魅力的な本がたくさんあります。また図書室内は、ご覧のように魅力的なレイア

ウトになっていて、「新刊コーナー」をはじめ、「雑誌・新聞」などのコーナー、「おすす

め本コーナー」など、楽しい空間になっています。秋も次第に深まりつつある中で、皆

さんも図書室で本借りてみませんか。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 9月 8日（金）  

都筑区個別支援学級合同遠足 

   

   

 昨年は台風の接近により中止になった都筑区個別支援学級合同遠足でしたが、今

年は当初心配された雨予報も吹き飛ばし、楽しい遠足となりました。遠足の場所は、

昨年中止になった「新江の島水族館」。みごと昨年のリベンジを果たしました。10時に

水族館に各校が集合し、担当の茅ヶ崎中学校の生徒たちが進行役となり、開会式を

行いました。開会式後は、班ごとに水族館やイルカショーなどの見学をしました。区の

行事として行われる個別支援学級の校外活動は、区内中学校の生徒による混成班

が活動の中心となります。行事を重ねるごとに、班の団結力・まとまりが強くなってい

ます。今後予定されている交流会や宿泊学習を通して、さらにまとまり、１つの班がま

るで同じ中学校のメンバーのように仲良く、協力できる班になることでしょう。楽しみで

す！ 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 9月 11日（月）  

地域清掃に野球部の皆さんが参加！ 

  

 9月 10日（日）、野球部の皆さんが地域清掃に参加しました。地域の方々と一緒に

公園や緑道のゴミ拾いをしました。毎月定期的に行われている地域清掃には、日曜

日の午前中に活動予定の部活動が、部活動の都合に合わせて、練習前に参加して

います。今回の野球部の皆さんも、一生懸命に清掃を行い、地域の皆様から感謝の

言葉をいただきました。 

 これから秋が深まると、落葉の季節。11月・１２月になると落ち葉がいっぱいになり

ます。部活動に限らず、多くの皆さんのお手伝いを待っています。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 9月 12日（火）  

SEPRO（Super English Program）を実施 

  

  

 9月 8日（金）、11日（月）、12日（火）の 3日間、3年生は英語の時間に『ＳＥＰＲＯ』

(スーパー・イングリッシュ・プログラム)の授業を行いました。1 クラスが 6つのグルー

プに分かれ、それぞれのグループにＡＥＴ（各校に配属されている外国人の先生）の

方が付き、提示されたテーマをもとに英語で会話を行います。 

 写真のように、「 foods」「music」「movies」などのテーマが黒板に提示され、生徒た

ちは決められた時間の中で、楽しそうに会話をしていました。以前にも紹介しました

が、生徒たちはまったく臆することなく、教室のあちらこちらで笑い声があがり、とても

楽しそうな英語の授業でした。 

 私はというと、生徒たちの会話に耳を傾けるのですが、頭の中を表現すると「●▲
▼■×＊････」というような感じになりますね。『SEPRO』は生徒たちにとっては、

『Super English Program』ですが、私には、『Super English Problem』のようです。 

  



2017年 9月 13日（水）  

虹の架橋、そして栄光の架橋へ 

  

 昨日の天候は、朝・昼・夕方の表情がとても違いました。出勤時は、雲間に青空も見

られていましたが、授業が始まるころから雨が降り出し、昼近くには雷が鳴り始めまし

た。しかし、天気の回復は思ったよりも早く、午後からは青空になりました。生徒下校

後のセンター北方面の夕景を撮っていたところ、職員に「虹がきれい！」と声かけら

れ、グランドに出てみると東から南の空に大きな虹がかかっていました。虹の感動は

うまくお伝えできないのですが、夕景とあわせてお楽しみください。 

 さて、期末試験が終わり、いよいよ文化祭にむけた活動が始まりました。そこで、全

クラスの合唱曲が生徒昇降口に掲示されています。小さくて見づらいですが、「虹」と

いう曲もありました。 

 



 ゆずの『栄光の架橋』から、ちょっと拝借します。 

♪もう駄目だとすべてが嫌になって逃げだそうとした時も♪ ♪想い出せばこうしてた

くさんの支えの中で歩いて来た♪ ♪悲しみや苦しみの先に それぞれの光がある 

さあ行こう 振り返らずに 走りだせばいい････栄光の架橋へ････♪♪ これからのク

ラスの合唱練習をしていくなかで、いくつかの壁にあたることがあると思いますが、そ

れを乗り越えて素敵なハーモニーをつくりあげてくださいね。 

 学校長  栗原 公明 

 １・２年生は、年明けの英語の授業で予定しています。また改めて、ご紹介します。

お楽しみに！ 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 9月 14日（木）  

生徒会本部役員選挙活動始まる！ 

  

  

 夏休みが明けると生徒会本部役員選挙の公示を告げる掲示物が校内に張り出され

ました。そして、公示期間を経て、本日から生徒会本部役員に立候補した生徒たちに

よる選挙運動が始まりました。朝の『中川の時間』に全校の各クラスを順番にまわり、

応援者とともに自分の公約を熱く語っていました。今日は、３年生のクラスを立候補者

がまわり、３年生を前にして緊張気味でしたが、熱い演説でした。来週は、２年生のク

ラスをまわると思います。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 9月 15日（金）  

高校の文化祭のポスターがいっぱい！ 

   

 昨日の１・２年生保護者を対象とした進路説明会には、多くの方に参加していただ

き、ありがとうございました。学校ホームページに掲載されている「進路だより」もあわ

せてご覧ください。  

 さて、３年生につながる階段や通路には、高校などの進学先から送られてきた文化

祭のポスターが貼られ、とても華やかです。本校体育祭の美術部が制作する応援団

旗をはじめ、生徒たちの作品にいつも感心させられるのですが、高校生のポスターに

は、さらにレベルアップした技巧と子どもたちの成長を強く感じます。 

 これから進路決定にあたり、学校説明会や文化祭を大いに活用してくださいね。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 9月 19日（火）  

満身創痍の『みどりん』 

  

 今日出勤するときに心配なことがありました。正門まで来ると心配が現実に････創

立 70周年の『みどりん』の横断幕が、連休中の台風により、布地が破れて、まさに満

身創痍。これまで、『みどりん』については、いろいろとご迷惑をおかけし、苦言を呈さ

れることがありましたが、今日は体を張って台風に向かい、吹き飛ばされることなく、

校舎の壁面にしがみつき、まさに”満身創痍”で頑張ったことに敬意を表したいと思い

ます。横断幕の布地が破れ、再生が厳しい状況ですが、とりあえず写真のように復活

しました。壁面にたたきつけられ、よれよれ感は否められませんが、みなさん、どうか

温かい目でみてください。 

 10月 28日（土）の記念式典までは、頑張ってほしい。「フレー フレー みどりん！」 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 9月 20日（水）  

始まりました！合唱練習！ 

   

 今日から合唱コンクールに向けた合唱練習がスタートしました。写真は、左から 1

年・2年・3年の合唱練習の一コマです。初めての取り組みとなる 1年生もパートごと

にまとまって練習していました。すてきなハーモニーが楽しみですね。さて、2年生・3

年生は、これまでの経験を生かした取り組みが随所にみられ、特に 3年生のフロア

は、写真のようにパート練習する生徒たちでいっぱい！熱気が伝わってきました。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 9月 21日（木）  

生徒会役員選挙、部活動、委員会 etc ２年生にシフトへ 

 

 現在生徒会本部役員選挙に向けた選挙運動が、毎朝『中川の時間』に行われてい

ます。３年生から始まったクラス訪問は、現在２年生のフロアを中心に行われ、来週

は１年教室へと移ります。立候補者も応援者も回を重ねるうちに、演説と場の雰囲気

にも慣れ、みなさん落ち着いて一段と説得力ある演説になってきました。 

 さて、今日のタイトルにあるように、生徒会や部活動など校内の生徒に関わる責任

ある立場、役割、仕事が、３年生から２年生に移りつつあります。そこで、これからのリ

ーダーとなる２年生の学年目標を改めて紹介します。学年目標は、『かけぬけろ こ

の瞬間を ～未来へ向かって～』。『今でしょ！』という言葉が流行語になりましたが、

目標のように、今こそ、「この一瞬」（一日一日）を大切にして、しっかりと引き継いでく

ださい。「かけぬける」強い気持ちをもちながらも、秋の季節、時には立ち止まり、じっ

くりと考え、自分を振り返ることも忘れずにね。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 9月 22日（金）  

学校保健委員会  

   ～横浜マリノスの方を講師にお招きしました～ 

  

 今年度の学校保健委員会が 15時より、本校武道場で行われました。今回は横浜

マリノス（株）ホームタウン・ふれあい事業部の方を講師にお招きし、「成長期に大切

な食事・睡眠について ～勉強・運動のパフォーマンス向上につなげよう！」というテ

ーマで学校保健委員会を行いました。 

 生徒の発表と講師の方のお話の 2部構成で行いました。生徒からは、朝食、牛乳

や乳製品、間食、就寝時間などの項目について調査した「生活実態調査」をわかりや

すくまとめ、発表していました。生徒のまとめの中に、「健康な体や頭がよくなりたいと

望んでいる一方で、それを実現できるような食事や栄養バランス、休養がとれていな

い人が多かった。特に休養の面では、全体的にみて十分な睡眠をとれていない」とい

う話があり、本校の生徒の現状を的確に分析しているなと思いました。 

 講師の先生からは、「将来に向かっての食習慣作り ～強いカラダを作る食生活し

ていますか？～」という演題で中学生の食事についてお話をいただきました。また、最

後に、ストレッチについて、実技を交えながらの説明がありました。 

 最後になりましたが、保護者の皆様にもご参加いただき、ありがとうございました。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 9月 25日（月）  

今週は最後のお願い！ アウェーからホームへ 

  

 生徒会本部役員選挙が今週木曜日に行われます。今週は選挙運動も”最後のお願

い”になります。最初は 3年生の教室から始まった選挙運動でしたので、慣れない演

説と上級生の前での緊張感が相まって表情も硬く、声も小さめでしたが、先週末から

は自分の学年や下級生のクラスというアウェーからホームになったこともあり、”最後

のお願い”にも力が入ってきました。今日の放課後は、今週の立会演説会のリハーサ

ルが行われます。 

 本日の臨時国会の冒頭で衆議院解散が発表されると思いますが、本校の立候補者

は国会の先生方に負けないしっかりとした公約と演説で自分の考えを表明することと

思います。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 9月 27日（火）  

扉を開けると、そこには複式呼吸の生徒が！ 

  

  

 出張から学校に戻り、正門を通ると校舎から生徒たちの歌声が聞こえてきました。

午後の合唱練習が始まってから 2週目に入りました。生徒たちの歌声もこの 1週間

で格段にうまくなってきた感じがします。A棟は 1年生と 3年生のクラスがあります

が、改めて 3年生の成長はすばらしいなあと思いました。 

 左上の写真は、1年生のあるクラスの扉を開けたら、生徒たちが腹式呼吸の練習を

していました。私も生徒も驚きました。そして、別のクラスに行くと、合唱委員、パートリ

ーダーを中心にミーティングをしているところでした。緊張感が感じられる教室の雰囲

気から察すると、練習について真剣に話をしている様子でした。 

 下段の写真は、パートリーダーを中心に、廊下で合唱練習をしている生徒たちで

す。校内を回るとあちこちで見かける光景です。 

 学校長 栗原 公明 



2017年 9月 27日（水）  

生徒会本部役員選挙立会演説会・選挙 

  

 今日は生徒会本部役員選挙の立会演説会と投票が行われます。朝の『中川の時

間』では、写真のように選挙管理委員が、今日の選挙について、委員会作成の冊子

を使って、説明を行っていました。初めての選挙に臨む 1年生も真剣に選挙管理委

員の説明を受けていました。 

  

 いよいよ立会演説会が始まりました。選挙運動で各クラスを回り、演説には慣れて

きた立候補者もステージからの演説にはとても緊張している様子です。しかし、その

プレッシャーを吹き飛ばすかのように、立候補者一人ひとりがしっかりと自分の考えを

有権者に熱く訴えていました。頼もしい生徒たちです。 

 学校長 栗原 公明 

  

  



2017年 9月 28日（木）  

1年生ビブリオバトルの紹介 

  

 1年生の各クラスで行われたビブリオバトルによって選ばれた本が、図書室に展示

されています。各クラスで生徒自身がお薦めする本を紹介し、その紹介を受けてみん

なで投票しました。多くの生徒の支持を得た本が図書室に展示されることになりまし

た。貸出は、10月 2日からになります。そこで、どんな本が 1年生のみなさんに人気

があるのか紹介したいと思います。 

『修造ドリル』『ブレーキ』『リアル鬼ごっこ』 

『ルパン対ホームズ』『5分後』 

『ハッピーバースデー』『告白』 

読書の秋、みなさん、読んでみませんか！ 

 本日予定差されていた横浜市個別支援学級合同体育祭（三ツ沢陸上競技場）が雨

のため、明日に順延となりました。明日は晴れの予報が出ているので、大丈夫だと思

います。明日は 1日三ツ沢にいるので、体育祭の様子は、来週のホームページでご

紹介します。 

 学校長 栗原 公明 



 


