
2017年 10月 2日（月）  

横浜市個別支援学級合同体育祭 

  

 

  

 9月 29日（金）、三ツ沢陸上競技場において、第 58回個別支援学級合同体育祭が

行われました。前日が雨のため順延となり、この日はごらんのように快晴となりまし



た。競技の前に全員でラジオ体操を行いましたが、朝礼台上でラジオ体操の師範を

行っているのが、本校 3年生の男子生徒です。横浜市内の全中学校の代表生徒とし

て、みんなの良いお手本となり、堂々と演技を行っていました。この朝礼台に立つこと

だけでも、とても緊張されたこと思いますが、そんなことをまったく感じさせない様子で

した。 

 また、各競技では、本校の生徒たちが、一生懸命、全力で競技に挑み、2年生男子

５０ｍの部では、見事、横浜市 3位に入賞しました。この日は日差しが強く暑い一日

でしたが、生徒たちは頑張りました。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 10月 3日（火）  

9組カレンダー＆『なかちゅうぎゃらりー』 

 「 

 10月になりました。今年も残すところ、あと 4分の１、３か月となりました。恒例の９

組のカレンダーと『なかちゅうぎゃらりー』の紹介をします。１０月にはいると、街ではハ

ロウィンのオレンジカラーを目にするようになりました。９組の特製カレンダーのデザイ

ンもハロウィンをデザインしたものです。自分が中学生の時には、ハロウィンってなか

ったと思うのですが････今では季節のイベントとして、しっかりと定着していますね。 

 また、技術員さんの『なかちゅうぎゃらりー』は、今年の夏に横浜で開催された『レオ

ナルドダヴィンチ展』の写真です。３年生のフロアには、美術科の夏休みの課題「美術

館めぐり」のレポートが掲示されていますが、この中で圧倒的に多かったのが、やはり

地元開催の『レオナルドダヴィンチ展』のレポートでした。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 10月 4日（水）  

3年生の美術館レポート紹介 

   

   

 昨日のブログで 3年生の美術館めぐりのレポートについてもふれましたが、今日は

そのレポートについて紹介します。レポートの一つひとつに生徒の個性が出ていて、

すてきなレポートがいっぱいありました。もっとたくさんのレポートを紹介したいのです

が、一部のみになってしまい、ごめんなさい。 

 今日は「中秋の名月」。子どもの頃、お団子とすすきを飾っていたのを思い出しまし

た。でも最近は、すすきが近くにありませんね。今夜は雲が多そうですが、見えるとい

いですね。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 10月 5日（木）  

”いざ 歌え！” 3年学年リハーサル 

 

 今週から始まった合唱の学年練習。各学年とも２回予定されていますが、今日は３

年生の学年練習が行われました。１回目は、学年合唱『歌え 歌え』の練習。初めて

の練習でしたが、最後に音楽科の先生から、「今日のところは合格！」というお褒めの

ことばをいただきました。２５０名ほどの生徒が心を一つにして歌う合唱は圧巻でし

た。そして、何よりも生徒一人ひとりの歌っている時の表情が、とてもいい。歌は心で

すが、このすてきな表情がすてきな合唱になっているんだなあと思いました。 

  



中秋の名月 見えましたか？ 

  

 昨日は「中秋の名月」でした。皆さんは見ることができましたか。左の写真は、昨日

学校を出る時に上空を見上げたら、雲間から月が見えていたので撮影しました。そし

て、右の写真は、校長室の出入り口に飾られた本校の学校事務職員が作ったお月見

のプレート。こちらの月は、とってもきれいに見えています。おいしそうなお団子も添え

られていますよ。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 10月 6日（金）  

前期終業式 

  

  前期終業式を行いました。私からは、4月からの上半期を振り返って話をしました。

合唱コンクールに向けてどの学年も一生懸命に練習しているところですが、先日の 3

年生の学年練習でも紹介したように、生徒たちの 3年間の成長はもちろんのこと、１・

2年生の生徒たちも 4月からの成長にすばらしいものがあります。最後に私から前期

の振り返りのまとめとして、「後悔と反省の違いは？」ということで話をしました。 

  

  校長の話の後、生徒指導専任からも前期の生活の振り返りの話をしました。特に、

生徒間のトラブルの原因の一つになっている「SNSの正しい使い方、潜む危険性」に

ついて話をしました。また、毎年行っているのですが、昨年は LINEの方に来ていただ

き、全校生徒及び保護者を対象に SNSを中心とした「情報モラル講習会」を行いまし

た。今年度も、DeNaの方にきていただき、同様の講習会を行います。ぜひ、保護者

の皆様もお話を聞いていただき、SNSに対するお子様への注意喚起を学校とともに

お願いします。 最後に、部活動等の表彰を行いました。 

  学校長 栗原 公明 



2017年 10月 10日（火）  

後期始業式 

  

 10月 10日、後期始業式を行いました。唐突ですが、1964年 10月 10日はアジア

最初に行われた東京オリンピックの開会式でした。まるで、この日にあわせるかのよ

うに、週末に行われた体操世界選手権では、日本人選手が金メダルをとるという嬉し

いニュースが流れました。東京オリンピックでは、私は小学 1年生で記憶はあいまい

なのですが、体操選手が活躍し、技の難度で「ウルトラ C」という言葉が日常生活でも

使っていたのを思い出しました。その後、「超ウルトラ C」となり、現在は「H難度」にな

り、次は「I難度」の話も耳にします。科学的な研究もありますが、選手の努力の積み

重ね、あきらめずに練習に取り組む忍耐と根気強さ、そして応援し支えてもらう人たち

への感謝の気持ちなどが今日につながっているんですね。このような話も織り交ぜ、

校長からの話としました。 

 そして、新生徒会本部役員と後期専門委員の認証式を行いました。専門委員長は、

3年生からバトンを引き継いだ 2年生のみなさんです。今日から後期の学校生活が

始まります。「今自分がやるべきことは何か、今自分に求められているのは何か」を大

切にして、3月のゴールに向けて頑張ってください。 

 学校長  栗原 公明 

  



2017年 10月 10日（火）  

児童生徒交流日 10月 10日増刊 Part2 

  

 今日は児童生徒交流日。中川中学校区の 3校の小学生 400人あまりが中川中学

校にきました。今年は、合唱練習に取り組んでいる生徒たちのようすを見てもらうこと

にしました。担任の先生の引率で、1年生から 3年生まで教室を回りました。半年前

まで一緒に生活していた中学 1年生が一生懸命に練習している姿や 2年生、3年生

と学年が上がるにつれて、自分たちで意欲的に練習に取り組み、声量やハーモニー

の美しさが一段とすばらしいことなど、さすが中学生という思いを抱いてそれぞれの

学校に戻っていきました。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 10月 10日（火）  

児童会・生徒会の交流 Part3 

  

 小学生が合唱練習を見学した後、児童会・生徒会本部役員の交流会を行いました。

3年前にこの会議で考えた『つくろうよ みんなであいさつ 地域の輪』のスローガンの

もと、「あいさつ」について意見交流を行っています。スローガンを作成したあと、どの

ような取り組みを行っているのか、あいさつ運動の成果と課題は何かなど、小学生と

中学生が一緒になって活発なグループ討議が行われました。 

 また、右の写真は体育館で行われた生徒会本役員による中川中学校紹介の際に

配られたパンフレットです。パンフレットの内容を紹介しますが、不鮮明な点はお許しく

ださい。 

 

 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 10月 11日（水）  

北方領土視察 

  

 10月 7日から 9日にかけて、本校教諭と 3名の生徒が根室市や羅臼町で行われ

た北方領土青少年等現地視察事業に参加しました。参加した生徒たちは、県教育者

会議が実施した作文コンクールで優秀な成績を収めた生徒たちです。事前研修を経

て参加しました。この視察では、返還運動の歴史を学び、元島民の思いについて理

解を深めました。本日の神奈川新聞の紙面に紹介され、本校生徒のコメントも掲載さ

れています。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 10月 12日（木）  

２年生合唱学年リハーサル 

  

 ２年生学年リハーサルが行われました。どのクラスも一生懸命に練習してきた成果

が発揮できていたのではないでしょうか。美しい歌声とハーモニーがとても心地よく、α

波がたくさん出てきて、瞼が次第に重くなってきました。最後のクラスは、私の好きな

『糸』の合唱でした。「♪縦の糸はあなた～横の糸は私～♪」 

 生徒たちが気持ちよく合唱して、歌が好きな学年なんだなあと思いました。また、こ

の１年間の生徒たちの成長がとてもうれしく思いました。 

  

 昨日は専門委員会が行われ、今日の「中川の時間」は昨日の委員会の報告が全ク

ラスで行われました。火曜日に認証式を行い、２年生が委員長となってスタートした後

期委員会ですが、１年生もクラスでしっかりと委員会報告を行っていました。各委員の

発表が終わると拍手が起こり、温かい雰囲気でいいなあと思いました。 

 学校長 栗原 公明 



2017年 10月 13日（金）  

１年合唱学年リハーサル 

 

  

 昨日は２年生の学年リハーサルをお伝えしましたが、１３日は１年生の学年リハー

サルが行われました。残念ながら私は出張のため、１年生の合唱を聞くことができな

かったのですが、学年主任の先生からリハーサルについて、次のようなメッセージを

もらいました。「１年生の学年合唱『カリブ夢の旅』は、前回の学年リハーサルよりもず

っと声が出ていました。自由曲も各クラス頑張って練習に取り組んでいます。全力で、

全身で歌ってほしいと思います。どんな歌を聞かせてもらえるのか、楽しみです！」 

 中学校で初めての合唱コンクール。上級生の合唱への取り組みやすてきなハーモ

ニーに先輩たちの偉大さを感じていることと思いますが、１年生の皆さんが毎日の取

組や行事を大切にし、今求められていることに一生懸命に取り組むことにより、現在

の先輩たちの姿＝２年後、３年後の成長した１年生の姿になります。 １０月１９日の

合唱楽しみにしています。『決戦の金曜日』ならぬ『決戦の木曜日』！（ちょっと古くて、

わからないですよね。後期始業式で話をした「ウルトラ C」という今や死語になってい

る言葉ですが、職員もわからない世代がいました。おそらく、生徒のみなさんは、校長

は何を言っているのかな？と思われていたことでしょう。今後も私の話の中で、難解な

表現が出てきた場合は、「昭和」だと思ってください） 学校長 栗原 公明 



2017年 10月 16日（月）  

ノーベル文学賞作品本日より貸出！ 

  

 カズオ・イシグロ氏がノーベル文学賞を受賞されたという嬉しいニュースが報道され

ました。また、図書室の廊下のコーナーには、ノーベル賞受賞者に関する新聞記事が

掲示されています。 

 早速ですが、本校の図書室でも、司書さんが『わたしを離さないで』を購入していた

だき、本日より貸出します。思わず足を運んでみたくなる、魅力ある図書室ですので、

生徒のみなさん、積極的に図書室を利用してくださいね。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 10月 17日（火）  

3年生学年リハーサル 

  

  

 各学年で行われたきた合唱学年リハーサルは、昨日 3年生のリハーサルが行われ

ました。私は昨日午後、出張のため、残念ながら聞くことができなかったのですが、先

生方のお話では、どのクラスも合唱がうまくなり、美しいハーモニーですばらしかった

というお話を聞きました。本番がとっても楽しみです。 

 学年主任の先生のメッセージを紹介します。「3年生の合唱スローガンは、『輝け！

轟け！不滅の合唱』です。輝く 3年生が、不滅の合唱を体育館中に轟くよう歌い上げ

ます。期待してください！」という力強いメッセージでした。 

 「不滅」といえば、修学旅行では、比叡山延暦寺の不滅の法灯を見学しました。根本

中堂の中で美しく輝いていた『不滅の法灯』もすごいけど、3年生の『不滅の合唱』も

すごいぞ！ 

 学校長 栗原 公明 

 

  



2017年 10月 18日（水）  

明日から文化祭！ 早くも作品登場！ 

 

 明日から 2日間の予定で文化祭を開催します。1日目のステージ発表は、合唱コン

クール。2日目は、文化部、教科、文化祭実行委員会による発表・企画が予定されて

います。また、展示部門では、教科・文化部の展示・演示が予定されています。天候

が心配ですが、多くの保護者の皆様のご来校をお待ちしております。 

 明日からの文化祭に先駆けて、早くも作品が登場しています。本校の技術員さん

が、校舎裏の学校敷地の草刈りをした時に、ご覧のようなアートが誕生。創立 70周

年記念式典を迎える本校にふさわしい『七十』のデザインです。 

 生徒たちは、これから最後の合唱練習、そして体育館に自分の椅子を運び下校しま

す。午後は文化祭の係生徒が、明日の準備にあたります。 

 学校長 栗原 公明 

 

  



2017年年 10月 19日（木）  

文化祭準備 OK！ 

  

  

 今日は文化祭 1日目、合唱コンクールになります。あいにくの雨となりましたが、お

子さまの合唱をぜひお聞きいただきたいと思います。昨日の放課後は、文化祭の準

備となり、係の生徒たちは校舎周辺の清掃、体育館の会場づくりと、本当に一所懸命

に活動していました。今日も朝早くからオープニングセレモニーなどのリハーサル、準

備にあたっています。まもなく、クラスの朝練習の歌声が聞こえてくることと思います。 

 今日はとても冷えていますので、体育館はストーブで暖めていますよ！ 

 学校長 栗原 公明 

  



文化祭レポート ～Part2～ 

   

 吹奏楽部のファンファーレでオープニング・セレモニーが始まりました。開会式では、

実行委員の進行のもと、実行委員長の話、テーマの発表、参加団体の PRが行われ

ました。 

 開会式が終わるといよいよ合唱コンクール。午前中は 1年生、2年生、午後は 3年

生の合唱でした。どの学年、クラスもこれまでの練習で歌いこんできた成果が存分に

発揮されたすばらしい合唱でした。特に 3年生の合唱はどのクラスも難しい曲を選曲

し、しかも美しいハーモニーで「さすが 3年生」と後輩たちを唸らせるすばらしい合唱

でした。本当に優劣つけがたい審査員泣かせの発表でした。私が小学生だった頃、こ

ういう時、「超ウルトラ C」と言っていたのかな。 

１年学年合唱『カリブ夢の旅』 

 



２年学年合唱『時を越えて』 

 

３年学年合唱『歌え 歌え！』 

 

 各学年の結果については、明日のホームページで紹介します。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 10月 20日（金）  

文化祭レポート ～Part3～ 

  

  

 今日は昨日と趣向が変わり、みんなで盛り上げ楽しむエンターテイメント的な要素も

いっぱいの文化祭 2日目。文化部発表、英語スピーチコンテスト出場者スピーチ、文

化祭実行委員企画などが行われ、笑いと感動の 2日目となりました。私は途中席を

外すことがあり、すべての写真が掲載できなくてごめんなさい。 

 今日のオープニングは、吹奏楽部の演奏。パイレーツカリビアンのテーマでは、特

別ゲストとして、ジャック・スパロウ（なぜか、本校職員に非常に似ていた）が登場し、

ギャラの関係でちょっとだけ指揮者になってもらい、会場が大盛り上がりでした（写真

がうまく撮れず紹介できないのが残念です） 

 演劇部は『夢と裏切り』。デザイナーの登竜門となるコンテストを巡って、自分が賞を

取るために策略する人間模様を描いた劇でした。ヒロインが受賞した時には、観客も

一体となって拍手をしていた（？）のがとてもよかったです。 



 ESS部は、「誰にでも明日は来る。辛いことも忘れる、いつか････」、日ごろの練習の

成果を生かした英語劇ミュージカル『Annie』を上演しました。 

 学校長 栗原 公明 

  

文化祭レポート ～Part4～ 

  

  

 9組の発表は、和太鼓『闘志』。力強い太鼓の音が体育館に響いていました。日ごろ

の練習の成果が存分に発揮されたすばらしいステージでした。 

 また、幕間では、文化祭実行委員と有志として参加した生徒たちによる楽しい企画

が行われていました。 

 学校長 栗原 公明 

 

 

 



合唱コンクール結果発表 Part5 

祝 おめでとうございます 

《1年生》 

  最優秀賞 １年６組       優秀賞 １年１組 

  

《２年生》 

  最優秀賞 ２年６組       優秀賞 ２年３組 

  

《３年生》 

  最優秀賞 ３年１組       優秀賞 ３年３組 



  

 学校長 栗原 公明 

文化祭フィナーレ ～Part6～ 

  

  

 左上の写真は、3年生の最優秀賞クラスを発表した瞬間ですが、残念ながら、発表

の醍醐味が伝えられず残念です。最後に最優秀クラスとなった 3年１組の合唱『あん

たがたどこさ』が披露されました。最後に文化祭実行委員会企画の『文化祭を振り返

って』の映像が流れ、改めてすてきな２日間だったなあと思いました。文化祭実行委

員がステージで挨拶し、創立７０周年の節目にふさわしい第５０回文化祭がフィナーレ

となりました。 



 学校長 栗原 公明 

文化祭レポート ～Part7～ 

 文化祭の展示部門の紹介です。被服室及びその廊下に展示されている作品を紹介

します。作品の一部の紹介になってしまうことお許しください。教科では国語・美術、そ

して 9組の作品、部活動では英文書道部、美術部、写真部の作品になります。 

 なお、科学部は 23日（月）・25日（水）・26日（木）の昼休みに理科室で発表があり

ます。お楽しみに！ 

  

  

  



  

  

  

  

 学校長 栗原 公明 



2017年 10月 23日（月）  

本日は暴風警報が発令されたため休校になりました 

  

 今朝はサーバーの不具合で、学校ホームページが更新できなくて掲載が遅くなりま

したが、本日は台風の接近により休校となりました。朝 7時の時点で暴風警報が出さ

れていた場合は、年度当初にご家庭にお配りしたお知らせのとおり、横浜市内すべて

の学校が休校になります。この場合、学校からは特に連絡は行いませんのでご了承

ください。 

 本日昼休みに予定されていた科学部の発表は、休校により、本日分は明日の放課

後に変更します。帰り学活終了 5分後から 20分間の予定です（明日の午後は、全校

生徒・保護者を対象にした情報モラル講習会を行いますので、帰りの学活時間の開

始・終了が通常より時間が前後することもあります。通常は 3:25～3:45が帰り学活に

なります） 

 なお、明日の情報モラル講習会は、DeNAの方にきていただき、SNS・スマホ等に関

わる正しい使い方についてお話をしていただきます。保護者の皆様にもぜひお聞きい

ただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 10月 24日（火）  

情報モラル講演会を行いました 

 毎年、全校生徒と保護者を対象に行っている「情報モラル講演会」を今年も行いまし

た。今回は、（株）DeNAから講師をお迎えし、『ネット・スマホ安心安全講座』というテ

ーマでご講演をしていただきました。SNSの使い方やインターネットの危険性、スマー

トフォンを「賢く使う」ためにという内容で、具体的にわかりやすくお話をしていただきま

した。講演後、代表生徒より、「事例などを挙げていただき、すごくわかりやすかった。

今後の使い方に活かしていきたい」とお礼の言葉がありました。 

 講演後、講師の方からは、「保護者の方にもぜひ危険性などを知ってほしい」という

お話がありました。今回は、保護者の方の参加が少なく残念でした。学校でも引き続

き、スマホ・ネット・携帯電話等の正しい使い方と危険性については指導をしていきま

すが、子どもたちがご家庭や学校以外の生活で使用することを考えるとご家庭でも学

校同様、子どもたちへの注意喚起、ご指導をお願いいたします。 

 ※写真がなくて、ごめんなさい。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 10月 25日（水）  

文化祭はまだ終わっていない！科学部発表 

  

  

 先週文化祭が終わりましたが、今週 3日間、科学部による発表が理科室で行われ

ています。写真は、鉄球やパイプなどを使用した物理模型である「ピタゴラスイッチ」。

私が見た時には、見事成功！私も見ているだけで、達成感を覚え、思わず拳に力が

入っていました。 

 そして、次の写真は、毎回レベルの高さと美しい表現力で絶賛されている「プロジェ

クションマッピング」。今回のテーマは、『月歌 ～つながる未来～』。流れるような映

像の美しさを十分にお伝えできないことがとても残念です。 

 科学部の発表は、この他にも、炎色反応、誘導コイル、空気砲、スライム、ゲームの

コーナーがあります。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 10月 26日（木）  

明日から 70周年記念イベントが始まります 

  

 

  

 明日から２日間、創立７０周年記念イベントが行われます。２７日（金）は、外部から

講師をお招きして、生徒を対象とした講演会を行います。また、２８日（土）には、午前

中に生徒を対象とした記念式典、午後は地域・学校関係者の方を対象とした記念式

典と祝賀会を行います。 

 学校では、式典の準備をはじめ、お客様をお迎えするために、会場となる体育館の

エントランスや職員室・校長室がある管理棟１階の廊下・床は、写真のように、技術員

さんが以前から環境整備にあたっております。 

 学校長 栗原 公明 



2017年 10月 27日(金)  

70周年記念講演会 

  

  

 週末は創立 70周年記念行事が予定され、本日は生徒を対象とした記念講演を行

いました。元横浜 DeNAベイスターズ 三浦 大輔氏を講師にお迎えし、小・中・高の

学生時代のお話やプロ野球選手時代のお話をしていただきました。そして、生徒との

交流の時間では、野球部の生徒と（野球部顧問とも）キャッチボールをしたり、生徒の

質問に気さくに答えていただきました。質問した生徒のところに、三浦氏が直接行っ

て、生徒と握手をした時には、感極まり、涙を流していた生徒もいました。その後も、

質問した生徒一人ひとりに直接行って握手をしてくださり、すばらしいお人柄が伝わっ

てきました。 

 髪型は当然、三浦氏のトレードマーク、バッチリと決まっていました。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 10月 28日（土）  

70周年記念式典 Part1 

 

 記念式典の会場となった体育館のギャラリーに、『みどりん』が登場！ これは、全

校生徒一人ひとりが、小さなメッセージカードに「中川中学校のよいところ」「中川中学

校への想い」を書き、そのカードで完成したモザイクアートです。式典終了後は、職員

室前の廊下に掲示されています。みなさんもご覧ください。 

  

 地域の都筑消防団第５分団様より、大変立派なお花が寄せられ、華やかなエントラ

ンスになりました。ありがとうございました。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 10月 28日（土）  

70周年記念式典 Part２ 

  

  

 記念式典会場には、写真部、美術部、英文書道部の作品が展示され、会場入口で

は、科学部制作のプロジョクションマッピング『月歌』が上演されていました。 

生徒記念式典 

  

 午前中は生徒を対象とした記念式典が行われました。校長からの話のあと、教育委

員会と PTA会長からお祝いのお言葉をいただきました。この立派な会場も昨日生徒

たちに設営してもらいました。 

 学校長 栗原 公明 



2017年 10月 28日（土）  

創立 70周年記念式典 Part3 

  

  

 先日に続き、横浜市内の学校ホームページのシステムが不調になり、昨日からの

70周年記念行事についてお伝えできなかったのですが、ようやく直りましたので、こ

の 2日間のようすをまとめてお伝えいたします。 

 午前中の記念式典に引き続き、午後は地域・学校関係者の皆様にご来校いただ

き、記念式典・祝賀会を行いました。記念式典では、実行委員会会長様、PTA会長

様、そしてご来賓を代表されて都筑区長様、教育委員会北部学校教育事務所長様に

ご挨拶をいただきました。 

 記念式典の後、記念祝賀会となりました。同窓会、はやぶち会、自治会の会長、元

本校校長の方々より、学校への温かいご祝辞をいただきました。また、本校卒業生に

よるクラリネット演奏、今年の 3月に卒業した 70期生の生徒会長のあいさつ、そして

創立 70周年のお祝いのために作曲していただいた 70期卒業生の紹介とその曲を

先ほどの卒業生に演奏をしていただきました。 

 そして、最後に南山田町内会囃子部による『虫送り』をご披露していただきました。

『虫送り』は大変古い歴史があり、平成 17年には横浜市無形指定文化財にも指定さ

れています。今日は、小学生から大学生までの子どもたちを中心に、横笛や和太鼓、



鉦で構成されたお囃子とお獅子舞で 70周年記念祝賀会に花を添えていただき、お

開きとなりました。 

 これからも、本校へのご支援・ご協力よろしくお願い申し上げます。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 10月 30日（月）  

1年生の読み聞かせの時間 

  

 毎年秋の読書週間にちなんで、１年生の全クラスを対象に、『中川の時間』を活用し

て読み聞かせを行っています。読み聞かせを行っていただく方々は、９組の生徒たち

に毎週読み聞かせをしていただいている『おはなしの宿』のみなさんです。昨年は横

浜市教育委員会より、長年にわたり学校教育にご尽力いただいたことに対して表彰

状が贈られました。 

  

 先週の私のブログで記念式典や祝賀会のようすをお伝えしましたが、もう一つご紹

介します。祝賀会のテーブルの表示プレートは、美術部の生徒たちが心を込めて作っ

たものです。名前に合わせたきれいなイラストがすてきでした。 



  

 

 

 

 

今まで雨が続き、久しぶりの青空となりました。校舎からは、富士山がくっきりと見え

ました。しかし、台風一過となりましたが、木枯らし１号が吹くと気象予報士が言ってい

た通り、北風が強く、私は自転車で通勤しているので、ペダルを漕いでもなかなか進

まず、これも天が私に与えた試練（ちょっと、大げさすぎますが････）だと思い、必死で

ペダルを漕ぎ、風にあおられながら学校に到着しました。 

 ３年生は今日から進路面談が始まりました。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 10月 31日（火）  

職員室前に『みどりん』がやってきました 

 

 70周年記念式典会場で生徒のみなさんと一緒にお祝いをしてもらった『みどりん』

が、職員室前にやってきました。全校生徒一人ひとりの中川中への温かいメッセージ

でつくられた『みどりん』は、新たな中川中の”パワーッスポット”（！？）と勝手に思っ

ている私です。 

  

 昨日に引き続き、1年生の読み聞かせがありました。今日は１年４組から６組の後

半クラスで行われました。限られた時間で読み聞かせを行う本を選ぶことは、とても大

変なことだと思いますが、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 右の写真は、昨日から始まった３年生の進路面談の時に、教室の前に置かれた高

校のパンフレットや進路関係の資料です。明日から１１月、１５日からは中間試験が

始まります。”頑張れ、受験生！” 

 学校長 栗原 公明 


