
2017年 11月 1日（木）  

11月になりました 

  

 11月の 9組カレンダーは、どんぐりともみじ。いよいよ秋も深まり、風も冷たくなり、先日は木枯ら

しが吹きました。学校は、文化祭、創立記念式典も終わり、ホッと一息ついたところですが、これか

ら生徒のみなさんには、じっくりと学習に取り組んでもらいたいと思います。 

 さて、技術員さんによる今月の”なかちゅうぎゃらりー”は、『がんばれ！横浜ベイスターズ』のタイ

トル。 

写真は 2006年に行われた横浜スタジアムの試合。横浜の”暗黒時代”だったころだと思います。

スタジアムは、横浜カラーの”ブルー”ではなく、オレンジ色。しかし、対戦相手は、オレンジカラー

の球団ではなく、オリックス。？？？と思って、よくみるとオレンジ色は座席の色。観客が少ないス

タジアムなんて、今では想像できませんね。CSは破竹の勢いで勝ち上がってきましたが、日本シ

リーズは残念ながら、まだ波に乗り切れていないようです。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 11月 2日（木）  

創立 70周年記念関係が地域誌に掲載！ 

 

 

 先日の本校 70周年記念式典をはじめ、中川中学校の歴史や伝統にかかわる記事が満載され

た「タウンニュース」が本日の朝刊とともに配られました。改めて、地域の方々に支えられ、育てら

れ、大切にされてきた学校である中川中学校を誇りに思うとともに、これからも中川中学校を大切

にし、「地域の学校」として、ますます発展させていく学校づくりをしてまいります。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 11月 3日（金）  

都筑区民まつりへのボランティア 

  

  

 11月 3日（金）、都筑区民まつりが開催されました。本校生徒 15名がボランティアとして参加し、

「中川中学校・中川西中学校」のブースで行われているフランクフルトソーセージとヨーヨーの販売

にあたりました。中川中学校は、ヨーヨーの担当となり、生徒たちは仕事分担をして、風船に水を

入れてヨーヨーを作る係と販売する係、そしてプラカードを持って宣伝する係など、一生懸命に取り

組んでいました。 

 さて、なぜ区民まつりで、「中川中と中川西中」のみ、中学校のブースがあるのかというと、時は

相当前に遡ります。以前、中川中は学校が落ち着かない時代があり、様々な生徒指導上の課題

を抱え、地域でもご迷惑をおかけしていたそうです。そこで、青少年指導員の方々が、中川中学校

には一生懸命に頑張っている生徒もたくさんいるので、多くの方に中川中の生徒の良さ、生徒が

頑張っている姿を見せようという趣旨で区民まつりに参加することになったそうです。この企画後

誕生した中川西中学校は、その後も中川中と一緒に区民まつりに参加しているそうです。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 11月 6日（月）  

地域清掃へのボランティア活動 

  

  

 週末は本校生徒たちのボランティア活動が続きました。11月 3日は、生徒会本部役員と科学部

の生徒たちが区民まつりのお手伝いをしていただきましたが、11月 5日の地域清掃では、女子バ

レー部の生徒たちにが参加してもらいました。公園は前日の強風のため、落ち葉が大量にあり、

写真のように集積場は、落ち葉が入った袋の山となりました。生徒たちのお手伝いがなければ、

大変なことだったと、参加した地域の方々がお話され、大変感謝されていました。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 11月 7日（火）  

１・２年生は学年朝会がありました 

  

 今日は１・2年生の学年朝会が、武道場・体育館で行われました。８時３０分開始の朝会ですが、

最初に訪れた武道場は、５分前には整列が終わり、学級委員が出欠席の確認をしていました。時

間を守り、しっかり話聞くことができる姿勢は立派でした。 

 次に体育館に移動すると、２年生は明後日から始まる職場実習についての話を担当教員が行っ

ていました。２年生もしっかりと話を聞き、立派な態度でした。「人の話を聞くときには顔を上げて、

しっかりと聞く」というフレーズは、自分が教員だった時、何度言ったことかなあと思いつつ、当たり

前のことをしっかりとできる中川の生徒たちはすばらしいなあと思いました。もちろん、今日学年朝

会がなかった３年生は、いうまでもありません。 

 さて、今日は、これから３年生の保護者を対象とした進路説明会が体育館で行われます。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 11月 8日（水）  

１年生の職業調べ 

  

 今週は１・２年生がキャリア教育の一環として学習に取り組みます。 

 １年生は明日の午後、地域や外部の方を講師にお招きします。それぞれの職業についてお話を

伺う中で、勤労の尊さや意義を学び、社会的自立に必要な望ましい勤労観や職業観を身につけて

もらいたいです。 

 ２年生は、明日、明後日の２日間、地域事業所等のご協力をいただきながら、職場体験を行いま

す。事業所への事前の挨拶、そのための事前の連絡などの諸々の準備を行い、いよいよ明日、

本番を迎えます。いろいろな方とのコミュニケーションを大切にし、有意義な２日間にしてください。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 11月 9日（木）  

１・2年生のキャリア教育紹介 

    

 2年生は、1年生から取り組んできた職業調べ、職業講話などの学習を生かした職場体験を今

日から 2日間の予定で行っています。近隣の商業施設、小学校、幼稚園、保育園、福祉施設など

様々な業種の方々のご協力をいただき、貴重な体験をさせていただいております。幼稚園に行っ

た時には、本校の卒園生が今日来ているんですよというお話を聞きました。また、出身小学校で

実習を行った生徒も、立派に成長した姿を先生方に見せることができたと思います。 

  

  

 1年生は、13名の地域・外部講師（警察官、消防士、弁護士、旅行会社、美容師、理学療法士、

スポーツ店、新聞社、薬剤師、幼稚園の先生、パティシエ、介護福祉士）をお招きし、職業講話を

行いました。生徒たちは、１コマ３０分の学習を３コマ選び、社会でご活躍されている方々の貴重な

お話を伺うことができました。 



  

 ３年生は、横浜市学力・学習状況調査を行いました。今日は、国語・理科・社会の３教科です。明

日は、英語・数学・生活状況調査となります。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 11月 10日（金）  

お知らせ ノース・ポートでの職場体験 

 本日ノースポートでボヤがありました。職場体験を行っていた生徒全員の安全を確認し、ノース・

ポートで行っていた生徒の職場体験は打ち切り、それぞれ帰宅させました。 

 学校長 栗原 公明 

2017年 11月 10日（金）  

立冬が過ぎ、「受験」「卒業」の声が聞こえ始めました 

  

 3年生は横浜市学力学習状況調査が終わると、写真撮影になりました。左の写真は、卒業アル

バムの個人写真を撮影しているところです。私が覗くとそこにはカメラの前で緊張した面持ちの生

徒がいました。前からも後ろからも撮影されることになり、ごめんなさい。 

 そして、右の写真は、希望者を対象とした受験写真の撮影車です。服装、髪型を正した生徒たち

が順番に撮影するために、乗車していきました。「受験」「卒業」の声が聞こえ始めると、卒業が現

実的なものになってきますね。 

《おまけ》 

 職場体験に取り組んでいる生徒たちの活動をみるために、センター北駅近くに出かけたところ、

とてもきれいな紅葉を見かけたので掲載します。 



  

  

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 11月 13日（月）  

今日から諸活動がありません 

  

 今週の半ばから、後期中間試験が始まります。15日（水）は 3年生のみですが、16日（木）・17

日（金）は 1・2年生も実施となります。そこで、今日から放課後の諸活動は無しとなり、生徒の皆さ

んは試験勉強に専念してくださいね。放課後のグランドも、いつもは部活の生徒たちの元気な姿

や声が聞こえてくるのですが、今日はご覧のとおり静かなグランドです。 

 さて、先週職場体験の時に地域を回っていた時に、センター北駅周辺の紅葉がきれいでしたの

で、ご紹介しましたが、実は校長室のドアも紅葉が美しいです。先日の 70周年記念祝賀会で使用

したテーブル札は美術部のみなさんに作っていただきましたが、その中にも美しい「かえで」「もみ

じ」のイラストのテーブル札がありましたので、校長室のドアに掲示しました。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 11月 14日（火）  

職員室前の写真部ギャラリー 

  

  

 職員室前には、恒例の写真部ギャラリー！かわいらしい動物、港北ニュータウンの街並み、港よ

こはま、航空機、スポーツカーなど、どれも素敵な写真ばかりです。今回は、最近「紅葉」をとりあ

げているので、秋らしい作品を掲載してみました。12月の面談等でご来校した際には、職員室前

の写真をご覧ください。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 11月 16日（木）  

1年職業講話が地域誌に掲載されました 

 

 11月 16日発行のタウンニュースに、11月 9日に行った地域の様々な職業人から働く意義など

を学ぶ職業講話の記事が掲載されました。当日は 12職種の社会人の方に講師をお願いしまし

た。 

 今日から 1年～3年まで、後期中間試験で生徒たちが頑張っています。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 11月 17日（金）  

後期中間試験最終日 

  

 今日で後期中間試験が終わります。3年生は、今回の試験を含めたこれまでの学習の取り組み

をもとに進路の資料となる成績が出ます。１・２年生は英語・数学の２教科、３年生は理科・数学・

社会の３教科が行われました。 

 １２月４日（月）からは、進路に関する三者面談が予定されています。高校の説明会・見学会を積

極的に活用して、進路選択につなげてください。 

 学校長 栗原 公明 

 

  



2017年 11月 20日（月）  

都筑区授業研究会が本校で行われました 

  

 ６校時は、都筑区内の先生方が本校の総合的な学習の時間（2年生）を参観しました。授業で

は、先日行われた職場体験の事後学習の一環として、職場体験学習のまとめを行い、各班で今

回の体験の仕事内容、印象に残った体験、体験を通して感じたことや学んだこと、これからの生活

に生かしていきたいことを一人ひとりが発表しました。そして、班の中から代表者が１名選ばれ、ク

ラスで発表し、さらにクラス代表を選びました。生徒たちは、班の司会者を中心にしっかりと取り組

んでいました。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 11月 21日（火）  

都筑区美術科巡回展 

 

 都筑区美術科巡回展の作品が職員室前に掲示されています。区内 8校の美術の時間に制作さ

れた優秀作品が、1週間ごとに各校で展示あれています。今週は中川中学校に回ってきました。

本校の生徒の作品を紹介します。写真が小さくて、作品の完成度とすばらしさを十分にお伝えでき

ないのが残念です。 

  

本日朝会は、『人権』をテーマとする朝会 

 12月の人権週間に向け、本日は道徳担当教諭から、『人権』をテーマに講話を行いました。タイ

トルは、「Pay Forward（ペイ・フォワード）」、11歳の少年が社会科の授業で出された課題に対して

考えたことは、「人から受けた厚意をその相手に対して恩返し＝”ペイ・バック”するのではなく、他

の誰かに違う形で先送りして善意を広げていく”ペイ・フォワード”でした。映画の中では「次へ渡

せ」という言葉で翻訳されています。日本では「恩送り」という言葉で、文献によると、江戸時代では

恩送りは普通にあったそうです。（1時間目道徳資料より） 



「税についての作文」の表彰 

  

 全国納税貯蓄組合連合会と国税庁が主催する中学生の「税についての作文」に応募した生徒

の中で、本校 3年生 2名が、「神奈川県緑県税事務所長賞」「都筑区長賞」を受賞しました。本日

事務所長さんより、賞状と記念品が渡されました。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 11月 22日（水）  

都筑区個別学級合同宿泊学習会 レポート１ 

  

        

愛川ふれあいの村に向けて、出発しました。朝の会が終わると、早速バスレクが始まりました。 

イントロクイズで盛り上がっているうちに、休憩のため、海老名ＳＡに到着ました。 

トイレ休憩を済ませて、再びバスレクで盛り上がっています。特に中川の２年生男子が大活躍！ 

  

これから、宮が瀬ダムに向かいます。 

 

 学校長 栗原 公明  

都筑区個別学級合同宿泊学習会 レポート 2 

  

       

宮が瀬ダムに到着しました。みんなが楽しみにしていたダムの放流は、期待を裏切らず、 

ものすごい迫力でした。近づくと、水しぶきが飛んでくるほどです。 

最後に水とエネルギー館を見学しました。 

 学校長 栗原 公明 



 都筑区個別学級合同宿泊学習会 レポート 3 

          

愛川ふれあいの村に到着しました。雲が多くなり、到着した時の気温は、まだ日中なのに９度。 

昼食をとって、開村式を行いました。 

ここでも中川中生が大活躍！生徒代表の言葉を立派にやり遂げました。 

そして、施設の方から説明を受け、宿泊棟に移動し、自由時間となりました。 

  

  

学校長 栗原 公明 

  



2017年 11月 23日（木）  

キャンドルファイヤー 

 

 みんなが楽しみしているキャンドルファイヤーのクライマックスシーンからお伝えしましょう。火の

神から分火された火を各校の代表である精霊たちが、自分の学校の友達全員に分け与え、ファイ

ヤー場は写真のように幻想的な世界となりました。 

  

  



  

 さて、中川中の生徒たちは、キャンドルファイヤーの全体進行係として全体を盛り上げるととも

に、中川中学校のスタンツでも今年の大きなニュースをパロディー化して面白おかしく伝えるととも

に、合間にキレのあるダンスを織り交ぜ、大きな拍手をいただきました。練習を積み重ねてきた成

果が存分に発揮されました。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 11月 23日（木）  

都筑区個別支援学級合同宿泊学習 2日目 

  

 2日目は、残念ながら朝からの雨。朝の集いも宿泊棟ごとに行いました。担当の教員より、本日

の確認をした後、食堂に移動して朝食。朝食はバイキング方式で、写真は私の朝食です。私はご

飯を選びましたが、ご飯とロールパンを選んでも OKですので、両方がプレートに載っている生徒

もいました。さすが、食べ盛りの中学生！ 

 

 朝食後は、スポーツレクの時間です。本来ならば、広いグランドでのサッカーをはじめ、紅葉の

木々の中で行うディスク・ゴルフ、そして体育館でのボーリングの３種目を予定していましたが、雨

のため、室内レクになりました。体育館では、ドッジビー、フライイング・ディスク、集会室ではボウリ

ングと種目が変更されましたが、生徒たちはどの競技も楽しんで活動していました。 



  

  

 スポーツレク後は、食堂で昼食をとり、閉村式に臨みます。昼食もバイキングスタイルです。おい

しかったのですが、料理名がわからないので食リポできません（情けない････） 

 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 11月 23日（木）  

宿泊学習最終レポート 

  

 閉村式では、ここでも中川中生が大活躍。生徒代表の言葉と終わりの言葉を担当しました。そし

て、予定通り、中川中学校に到着しました。今日のレポートは、本日学校が休みのため、学校に戻

ってからのまとめての掲載になりました。この 2日間はとても充実していて、とても楽しい宿泊学習

でした。私のブログでは、ほんの一部しかお伝えできないのが残念です。 

 最後に愛川ふれあいの村の紅葉をお届けして、私のレポートを終わります。 

愛川ふれあいの村の紅葉だより 

  

  



  

 明日は本校は、10月 29日（土）の代休のため、休業となります。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 11月 28日（火）  

Pay Forward 

 

 昨日宿泊学習の代休でお休みだった 9組の生徒たちは、今日元気に登校して来ました。宿泊当

日は冷たい雨が降り心配でしたが、ホッとしました。 

 さて、先週の人権をテーマにした朝会で紹介された『Pay Forward』については、朝会後、道徳の

時間でも全校各クラスで教材として扱い、また写真のように校内にも掲示されています。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 11月 29日（水）  

赤い羽根の共同募金 

  

 本日の G-Dayに合わせて、生徒会本部と学級委員が赤い羽根の共同募金を行いました。募金

のようすを掲載しようと思っていたところ、職員の朝礼が終わり昇降口に行ったところ、残念ながら

終了したところでした。そこで、代わりといっては何ですが、赤い羽根共同募金の PR用表示プレ

ートをご紹介します。創立 70周年にちなんで、「７０」の輪の中に、赤い羽根親善大使（今思い付き

で書いただけですが･･･）の『みどりん』がデザインされています。『みどりん』の胸にも赤い羽根

が！ 

 募金した生徒には、赤い羽根とあわせて、次のような『みどりん』のキャラクターシールもプレゼン

トされました。 

  

 私もさっそく、自分のスケジュール帳に、『みどりん』のシールを貼りました。ついでに、『みどり

ん』のシールを並べて、『みどりん』の『み』も作ってみました（特に意味はありません） 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 11月 30日（木）  

避難訓練を行いました 

   

 本日避難訓練を行いました。今日の訓練は、行事予定には記載せず、予告なしの訓練でした。

訓練は昼休みに実施しましたが、『自分の身を守る行動をしなさい』という放送が流れるとともに、

グランドの中央に生徒たちは避難しました。その後、校舎内からの避難指示が出され、生徒たち

はいつものようにほぼ全員が防災ずきんをかぶって、校庭に避難してきました。いつもながらのこ

とですが、立派だと思います。 

 今日のようにいつ地震が起きるかわかりません。自分の身を守るためには何をすべきか、日ご

ろから高い防災意識をもつことが大切ですね。 

  

 美化委員さんたちが校内の落ち葉掃き（朝は１・2年生、昼

休みは 3年生）を行っていますが、昼休みに落ち葉掃きを

行っていた生徒たちも、急いで避難をしました。 

  学校長 栗原 公明 

 

 


