
2017年 12月 1日（金）  

12月、今年もあと１か月 

  

 今日から１２月。今年も残すところあと１か月となりました。９組の特製カレンダーもクリスマスカラ

ーでデザインされ、クリスマスツリー、プレゼント、そして雪だるまが描かれています。１２月の前半

は寒くなりそうなので、ホワイト・クリスマスなんてこともあるかも。 

 今回の”なかちゅうぎゃらりー”は、新聞記事にちなんだ吉田新田と大岡川の写真です。 

  

  

 写真の近くには、「３５０年前の図」「明治３年の図」そして、

現在の大岡川の写真と比較できるように工夫して展示され

ています。写真のあたりは、近くに横に伸びた浜があり、３５

０年前は海だったようですね。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 12月 1日（金）  

もう一つ、季節の贈り物 

   

  

 今日は２回目の更新になります。職員室前の廊下展示棚の上に、英文書道部の作品が展示さ

れています。クリスマスをイメージしたデザインと素敵な文字が書かれたカードです。 

 最後のカードは、英文書道部の生徒たちが、1年前に、校長室入口用に作っていただいたもの

です。今年も飾らせていただきます！ 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 12月２日（土）  

ふれあいフェスタ 

  

  

  



  

  

  

 本校体育館において、『第３回ふれあいフェスタ』が開催されました。中川中学校区の３小学校の

児童の皆さんと本校吹奏楽部、科学部の皆さんが出演しました。また、写真部の作品も会場に展

示されました。 

 オープニングは、吹奏楽部によるクリスマスソング。すてきな演奏から始まったふれあいフェスタ

は、子どもたちの合奏、合唱、ダンス、そして本校科学部のプロジョクションマッピングなど、すてき

なプログラムに会場の皆さんは大満足でした。最後は、地域の方もメンバーとして活躍されている

太鼓のグループ、和楽会『昇』の皆さんによる太鼓の演奏。力強い太鼓の音が体育館に響きまし

た。 



 今日は一足先に、会場の皆様に、出演した子どもたちから、すてきなクリスマスプレゼントが贈ら

れました。会場のシート敷をしていただいたバドミントン部の皆さん、椅子を並べと片づけ、そして

シートの片づけまでしていただいた吹奏楽部の皆さん本当にありがとうございました。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 12月 4日（月）  

吹奏楽部の皆さん、連日ありがとうございます 

  

  

 吹奏楽部の皆さんが、昨日、『なつみかん公園』の地域清

掃活動に参加しました。土曜日はホームページでもお伝えし

たように、『ふれあいフェスタ』に出演し、さらに準備・片づけ

も行っていただきました。 

 この時期は落ち葉が多くて、「たくさんの生徒が参加しても

らえると助かるんだけどなあ」と先月、地域の方がお話をさ

れていたところだったので、今回 50名あまりの生徒が参加し、清掃活動に参加してもらい大いに

感謝されていました。ご覧のように落ち葉の山もいつもの 2倍！ 

 吹奏楽部の皆さん、連日ありがとうございました。 

 この他にも地域への演奏活動として、次の演奏会が予定されています。 

 ◆12月 16日（土） １４：４５～（30分間） 

 ◆ルミエラガーデンズ・クリスマス会 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 12月 5日（火）  

クリスマスメッセージ by図書委員会 

12月になるとともに、赤と緑のクリスマス・カラーを目にすることが多くなり、クリスマス・ソングも耳

にする機会が増えてきましたね。さて、本校でも図書委員会が、クリスマスに向けたすてきな図書

の紹介カードを作成し、校内に掲示されています。全部紹介できなくてごめんなさい。 

  

  

  

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 12月 6日（水）  

３者面談を行っています 

  

 今週から３者面談が始まりました。３年生は月曜日からのスタート、火曜日からは１・２年生も面

談が始まりました。今週末まで、全クラスで面談が続きます。３年生の教室前には、ご覧のとおり、

受験資料がたくさん積まれていました。また、今回の面談では、「学校生活についてのアンケート・

学校評価」もご協力お願いしております。よりよい学校づくりに向けて、保護者の皆様のご意見を

お願いいたします。 

  

 昨日、全国納税貯蓄組合連合会の方が来校され、「税に

ついての作文」に応募した本校生徒が表彰されました。先日

の団体に引き続き、今回も優秀賞受賞者が誕生しました。

嬉しいですね。 

  

  今年流行語大賞の”インスタ映え”ちなんで 

  



2017年 12月 8日（金）  

ギャラリーバス ～美術部編～ 

  

  

  



  

  

  

 恒例の東急ギャラリーバスへの作品掲出の季節がきました。東急バス東山田営業所のご厚意

により、年に２回（７月・８月、１２月・１月）、美術部と写真部の作品を掲出させていただいておりま

す。１２月は美術部、１月は写真部の作品が掲出されます。美術部のポスターは、年末交通安全

運動にちなんで、交通安全を呼びかける作品です。 

 学校長 栗原 公明 

 

 

  



2017年 12月 7日（木）  

都筑・青葉・港北３区個別支援学級作品展 

 

  

 12月 7日（木）は、横浜市によるホームページメンテナンスのため、学校ホームページが閲覧、

更新できなくなり、ご迷惑をおかけいたしました。 

 さて、都筑区役所区民ホールにて、都筑区、青葉区、港北区 3区による個別支援学級生徒の作

品展が行われています。本校のブースでは、写真のように、子どもたちが制作したかわいらしい、

すてきな作品や力作がたくさん展示されていました。作品展は残念ながら、明日 8日（金）で終わ

りとなります。ご紹介が遅くなり、ごめんなさい。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 12月 11日（月）  

人権週間 

   

 12月 4日から始まった人権週間が昨日 10日で終わりました。12月 10日は「世界人権デー」、

今年の啓発活動重点目標は、『みんなで築こう人権の世紀 ～考えよう相手の気持ち 未来へつ

なげよう違いを認め合う心』でした。 

 本校では人権朝会、その後道徳の時間の学習を通して、人権学習を行いました。また、『人権週

間振り返りシート』を生徒全員に配り、人権週間中、１日の学校生活を振り返り、人権について考

えてみました。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 12月 12日（火）  

今日の朝会は保健朝会 

  

 本日の朝会は保健朝会でした。保健委員が「睡眠」をテーマにした寸劇を交えて全校生徒に、睡

眠の大切さを投げかけました。夜遅くまで起きていることにより、学習や運動など学校生活のあら

ゆる場面で、本来の力を十分に発揮できない残念さをおもしろおかしく演じ、楽しい中に考えさせ

られる朝会となりました。 

 また、朝会後は、3年生を対象に、学校薬剤師の先生を講師に迎え、『薬物と人生』という題材で

お話をしていただきました。「クスリの誘いから逃れるには」という DVDを視聴した後、危険なクス

リの種類について詳しく説明していただき、最後に、１・２年生で学んだ「喫煙・飲酒」についてもお

話をいただきました。 

 薬物は心身への悪影響や依存性が強く、自分の人生を狂わせてしまうものであり、「きっぱりと

断る勇気」を持つことが大切であり、そして、生徒のみなさんのかけがえのない命、自身の命を大

切にして、健康に過ごしてくださいとまとめていただきました。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 12月 13日（水）  

落ち葉掃きありがとうございます 

   

 先週までいちょうの木がとても美しかったのに、今週はご覧のようにすっかりと葉が落ち、寒さを

一段と感じるようになりました。いちょうの葉が落ちた通路は、落ち葉がいっぱい。今日も昼休み

に、美化委員と委員会顧問の先生たちが一緒に落ち葉掃きを行っていました。どうもありがとうご

ざいます。陸上部のみなさんにも、朝練の時に落ち葉掃きをしていただきました。 

 私が子どものころは、集めた落ち葉で焼き芋を焼くというサザエさん的な光景が、この中川でよく

見かけたものです。♪垣根の垣根のまがりかど たき火だたき火だ～♪という歌も聞かなくなりま

したね。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 12月 14日（木）  

「みどりん」も校長面接！？ 

 

 3年生は先週、進路先を決める個人面談を行ってきました。面談の中で推薦入試を希望する生

徒については、一人ひとり校長面接を行っています。希望する高校の志望理由、高校生活で頑張

りたいこと、中学校生活の振り返りなどを面接形式で私が質問し、生徒が答えました。生徒たちは

真剣に校長面接に臨み、自分の思いや考えを緊張しながらも一生懸命に話しました。どの生徒も

立派な態度でした。 

 生徒たちの様子をお伝えしたいところですが、個人情報のこともありますので、本校キャラクター

「みどりん」との面接の様子をお伝えします。今年は本校が創立 70周年ということで、雨にも負け

ず、風にも負けず（負けてしまったこともありましたが････）、学校のために尽くしてもらったので、

「みどりん」にも「校長推薦できる」と伝えたところ、とても喜んでいました。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 12月 15日（金）  

「書初め」の前に！ 

  

 校内を回っていると、国語の時間に習字の授業を行っていました。教室をのぞくと、墨の匂いに

包まれ、生徒たち一人ひとりが集中して取り組んでいました。力強い筆使い、流れるような筆使

い、生徒一人ひとりの個性が作品に表れていました。そういえば先日、清水寺の森貫主が今年の

漢字を特大の和紙に大筆で「北」と力強く書かれていましたね。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 12月 18日（月）  

学校運営協議会 

  

 第３回学校運営協議会を行いました。今日は中川小学校の「まちとともに歩む学校づくり懇話

会」の委員の方々と一緒に、会議を行いまいした。小学校の委員の方々には、横浜市の施策とし

て進めている『はま弁』を試食していただき、感想をいただきました。昼食後には、授業を参観して

いただき、生徒たちが積極的に授業に取組んでいる姿勢や教員が生徒の興味関心を引き出し、

わかりやすい授業を行っていることなど、貴重なご意見をいただきました。また、今回のように、学

校だけではなく、地域を含めた小中連携についても意見交換を行いました。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 12月 19日（火）  

より良い授業づくりを目指して 

  

 本日５校時、本校において校内授業研究会を行いました。実施教科を毎年変えて、今年は３教

科３人の先生方が授業を行い、教育委員会指導主事にも来校していただき、全員が授業を参観し

ました。その後、写真のように授業を行った先生を囲み、授業について活発な意見交換を行いまし

た。先生たちも生徒の皆さんに負けないくらい、勉強しています。 

 右の写真は、先日紹介した英文書道部の作品ですが、ホームページで紹介後に作品が増えま

したので、ご紹介します。職員室前の部活動ホワイトボード前に展示されています。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 12月 20日（水）  

修学旅行事前学習を応援しています 

  

 本校図書室では、２年生が修学旅行に向けた事前学習に取り組み始めたことを受けて、ご覧の

ように図書室に『京都・奈良コーナー』がレイアウトされていました。２年生では、現在、しおり表紙

絵を考えたり、スローガンを検討したりしているそうですが、２５日の学年集会でスローガンが発表

されるそうです。どんなスローガンになるのか楽しみです。 

 また、『京都・奈良コーナー』の隣には、クリスマスにちなんだ本が並べられていました。ぜひ皆さ

ん、図書室に行ってみてください。 

 余談ですが、司書さんから、最近中高年の間で話題になっている『君たちはどう生きるか』という

本を借りました。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 12月 21日（木）  

修学旅行の「しおり表紙絵」が楽しみです 

  

 昨日のホームページで、図書室の修学旅行コーナーについてご紹介しましたが、2年生のフロア

には、生徒一人ひとりが考えたしおり表紙絵の作品が掲示されています。これからは、各クラスで

3点代表作品を選び、集まった 21点の作品の中から、しおり表紙絵を決めるそうです。昨日のス

ローガンとあわせて、しおり表紙絵も楽しみですね。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 12月 22日（金）  

おなじみの光景になりましたね 

  

  

 今日の５校時は普段から使用している校舎内の掃除を行いました。左上の写真は朝の昇降口

の靴入れ。生徒たちは担当になった人が清掃しやすいように、各自がもってきた袋の中に登校時

入れて、教室に向かいました。どの学年の昇降口も同じ状況で、１年生もすっかり”なか中生”にな

りましたね。 

 ５校時の掃除の時間が始まると、生徒たちは割り当てられた清掃場所で、各々が一生懸命に活

動していました。出入り口のレールをはじめ、教室の隅々までていねいに清掃を行い、調理室のコ

ンロもきれいに磨かれていました。気持ちよく新年を迎えることができますね。 

 栗原 公明 

  



2017年 12月 25日（月）  

よいお年をお迎えください 

 今日の 5校時は、冬休み前の全校集会を行いました。生徒たちは 5分前に集合・整列完了でき

ました。校長講話、生徒指導専任からの話のあとは、たくさんの生徒の表彰を行いました。 

 

 写真左は、３年生の学年集会。私がいった時には、生活面や進路について、担当の先生がお話

をしているところでした。年が明けると推薦入試が始まります。体調管理には十分に気をつけてく

ださい。 

 右の写真は、２年生の学年集会。ちょうど、修学旅行実行委員がスローガンを紹介しているとこ

ろでした。 

スローガンは、『花鳥風月 ～時を越えた和のメッセージ～』 修学旅行は、平成３０年５月１５日～

１７日の２泊３日になります。 

  



 

 本日は９組は調理実習。写真のようにクリームシチューとロールパン、デザートはチョコ・ブラウ

ニー。とてもおいしくいただきました。名シェフのクリームシチューと名パティシエのデザートは最高

でした。すてきなクリスマス・ランチをいただきました。  

  

 今年も私のブログをご愛読いただき、ありがとうございました。 

 みなさま、よいお年をお迎えください。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 12月 26日（火）  

東急ギャラリーバス ～写真部編～ 

 今月初めのホームページで、『東急ギャラリーバス ～美術部編～』を紹介しましたが、１月から

は写真部の作品が東急バスに掲出されます。そこで、一足お先に写真部の作品を紹介しましょ

う。写真部の作品を私のデジカメで撮影しているため、作品の素晴らしさをすべてお伝えできなく

てごめんなさい。 

  

  

  



  

  

  

  



  

 今年度の私のブログは昨日で終了予定でしたが、今日は写真部の作品の特集をお届けいたし

ます。 

 学校長 栗原 公明 

  



2017年 12月 27日（水）  

陸上部の皆さんが側溝のお掃除 

  

  

 出勤すると陸上部のみなさんが、体育倉庫や校舎やグランドの側溝、そして建物の隅に吹き寄

せられ吹き溜まりになっていた落葉を写真のようにていねいに集めて清掃活動を行っていました。

特に A棟側の側溝は、大いちょうをはじめとする落葉と風で飛ばされた砂が入り、大部埋まってい

たのがご覧のようにすっかりきれいになっていました。また、校舎の影になる場所は、まだ日が当

たらず寒かったのですが、こちらも黙々と作業をしている姿が見られました。ありがとうございまし

た。 

 明日は、みどりアートパーク（長津田駅前）において、横浜市中学校創作劇発表会（北地区）が

開催され、本校演劇部が午後 14時 25分より出演します。お時間のご都合がつく方は、ぜひご覧

ください。 

 学校長 栗原 公明 

 

 


