
4月 3日（火）  

”なかちゅうぎゃらりー”でお花見！ 

 

 本校技術員さんの”なかちゅうぎゃらりー”が、早くもオープン！今回は、横浜の大岡

川の桜並木『大岡川プロムナード』の写真です。中川中の桜は一気に開花し、葉桜と

なってしまいましたので、”なかちゅうぎゃらりー”でお花見をどうぞ！ 

  

 ”なかちゅうぎゃらりー”が本になりました。毎月紹介してきた写真が、技術員さんに

より冊子にまとめられ、本として完成しました。右側の写真は、本を開いて、昨年の 7

月の「伊良部大橋」、そして「男子バスケットボール部の県大会」のページを撮影しま

した。 

 毎月の 1枚ですが、地道な取り組みが 1冊の本となりました。すばらしいですね。 

 学校長 栗原 公明 



4月 4日（水）  

♪歌え～歌え～♪ 特別合唱隊最後の仕上げ 

  

 特別合唱隊の最後の練習が、13時より体育館で行われました。入学式で紹介する

「校歌」と合唱曲「歌ええ歌え」。3月から限られた時間でしたが、練習してきた成果が

歌声から伝わってきました。音楽科の先生から、「平成 30年は、君たちの歌声で始ま

る」と檄が飛ばされましたが、まさにそうですね。 

 右の写真は、体育館の入り口です。生徒たちのくつがきれいに並べられ、入った時

に、とても気持ちがよかったです。 

 入学式では、新入生を圧倒する歌声を聞かせてください。 

 学校長 栗原 公明 

  



4月 5日（木）  

着任式・始業式 

  

  

 平成 30年度が始まりました。今年度、新クラスの発表方法は、体育館に旧クラスで

整列し、そこで新クラス名簿を配布しました。写真左上は、新クラス名簿を真剣に見て

いる生徒たちです。最初に着任式を行いました。副校長先生をはじめ、9名の教職員

をお迎えしました（写真右上）。そして、着任された方よりごあいさつをいただき、代表

生徒が歓迎のことばと続きました（写真左下）。始業式では、校長の話として、入学式

で紹介する蒔田晋治さんの『教室はまちがうところだ』という詩を引用し、こんな学校

生活にしてほしいという私の思いを伝えました。 

 今日の午後は、入学式になります。予定通り実施いたします。 

 学校長 栗原 公明 

  



4月 5日（木）  

第 72回入学式 

本日の学校日記 ～Part2～ 

  

  

 第 72回入学式が 4月 5日 13時 30分より、本校体育館で行われました。今年の 1

年生は、5 クラスです。新入生一人ひとりの呼名では、元気な返事が体育館に響きま

した。右上の写真は、特別合唱隊の校歌紹介、合唱「歌え 歌え」の写真です。合唱

隊の迫力のある合唱には、新入生はもちろんのこと、来賓の方々も絶賛でした。 

 左下写真は、新入生代表の言葉の写真です。言葉の中で、「こうして私がここでしゃ

べっているのも多くの人の支えがあってできています。これまで私はかかえきれない

ほどのものをもらってきました。そのことに感謝し、今度は私が人に何かをあげられる

ようにしたいです。そのために、この中学校 3年間では、友達を大切にし、人を傷つ

ける言葉ではなく、人を元気づけられる言葉をかけることを心がけていきます」という

フレーズがありました。これは、本校人権週間のキーワードである『ペイ・フォワード』

ですね。 

 右下の写真は、入学式後の学活のようすです。生徒のみなさんは、緊張した面持ち

で担任の話を聞いていました。 



4月 6日（金）  

お世話になった職員の離任式 

  

 昨日は本校に着任した教職員の着任式を行いましたが、今日は今までお世話にな

った教職員の離任式となりました。中川中学校で 10年間ご指導していただいた先生

をはじめ、勤務年数の長い短いにかかわらず、生徒たちと一緒にすごしてきた教職員

との別れは辛いものがあります。 

 離任する教職員一人ひとりからあいさつをいただき、そして関係が深い代表生徒

が、あいさつと花束を贈りました。お別れは辛いですが、新しい勤務地でのご活躍を

お祈りいたします。 

 学校長 栗原 公明 

  



4月 9日（月）  

1年生の”校内ツアー” 

  

 今日は全学年とも学活が予定されています。学年集会や生徒会の委員決めなど、

年度当初に行わなければならないことが盛りだくさん！１年生は、担任の先生が、ツ

アー・コンダクターとなって、職員室、保健室など校内の主な施設を案内していまし

た。校長室にも声をかけてもらいました。「歓迎 １年生ご一行様」のメッセージを校長

室入口に掲げ、１年生とあいさつを交わしました。 

 右の写真は、１年生の朝学活のようすです。クラスは、まだまだ生徒たちの緊張した

空気がいっぱいですね。 

年度当初の学年集会 

  

 午前中に行われた各学年の集会のようすです。どの学年もしっかりと整列し、時間

どおりに始めることができました。今回は、年度当初なので、先生が進行役となり、学

年の先生方の自己紹介から始まりました。 

 なお、１年生の学年集会が用意できなくて、ごめんなさい。 



 4月 9日（月）  

部活動オリエンテーション 

 校長日記 ～Part2～ 

   

  

   

   

   

 

 部活動オリエンテーションが午後行われました。限られた時間内で、自分たちの部

活動の特色やおもしろさを 1年生に伝えていました。オリエンテーションの雰囲気を

感じ取っていただけるとうれしいですね。全部の部活動の写真がなくてごめんなさい。 



4月 10日（火）  

新入生歓迎ポスターの紹介 by美術部 

   

   

   

  

 今日は身体計測、新体力テストが全校で行われました。体も心も大きく成長する中

学校 3年間、2年生、3年生のみなさんは、昨年の記録と比べてみてどうでしたか。

生徒のみなさんが活動している時に出張中でしたので、残念ながら体力テスト等の写

真がありません。代わりに、1年生のフロアに掲示されている美術部が作った新入生

歓迎ポスターをご紹介します。とても温かなすてきなポスターです。 

 最後になりましたが、本日は、中川中学校の 72歳のお誕生日です。 

 学校長 栗原 公明 



4月 12日（木）  

生徒会認証式＆9組カレンダー贈呈式 

  

 平成 30年度生徒会専門委員等の認証式を行いました。３学年がそろった全校朝会

ですが、今日は生徒会主催の朝会です。整列から始まり、司会、進行など、すべて生

徒が運営を行いました。各委員会を代表して、３年生の代表生徒に校長より、認証状

が渡されました。１年生にとっては、初めての委員会になりますが、生徒のみなさん、

より良い中川中学校に向け、活発な委員会活動をお願いします。 

  

 認証式後、毎年恒例になっている９組特製のカレンダーが全クラスに贈られました。

各学年の代表生徒が、カレンダーを受け取りました（写真左）。９組生徒からは、「僕

たちは夏休み前から、カレンダーづくりを進めてきました。一生懸命に作ったので、教

室に飾ってください」というメッセージが添えられ、学年の代表生徒からお礼の言葉が

ありました（写真右）。同じような写真になってしまい、ごめんなさい。 

 ここでクイズ！「左右の写真で大きく違うところはどこでしょう」 

 答：「カレンダーが入っている袋が右の写真では、相手に移っています」 

「ごめんなさい」と謝りながら、つまらないクイズで、撮影がうまくいかなかったことをご

まかそうとしてしているみたいですね。 



4月 12日（木）  

９組のカレンダーが校長室にも届きました 

 本日の学校日記 ～Part2～ 

  

 本日のホームページで紹介した認証式後の９組特製カレンダーですが、その後の

休み時間に、９組代表生徒が校長室にカレンダーを届けにきてくれました。４月のデ

ザインは、満開の桜の下でのお花見とチューリップのお花が描かれ、春いっぱいで

す！ 

 学校長 栗原 公明 

  



4月 13日（金）  

１年生クラスの専門委員会報告です 

  

 先日の生徒朝会で行われた認証式を受け、昨日専門委員会が行われました。今年

度の活動方針や委員会執行部を決めるなど、１年生にとっては初めての専門委員会

となりました。本校では、専門委員会の翌日の『中川の時間』に、全クラスで委員会の

報告を行っています。今日の写真は、今朝の学活で委員会報告を行っている１年生

のようすです。すべてのクラスにおじゃましましたが、どのクラスの委員もしっかりと伝

え、しっかりと聞いていました。 

 余談ですが、１年のあるクラスの学活にもおじゃまし、「先日の学校めぐりツアーでど

こがいちばんよかった？」（私は校長室と言わせようという下心がありました）と聞いた

ら、すかさず「校長室！」という答えが返ってきました。なんてすばらしい生徒たちでし

ょう！！ 

 学校長 栗原 公明 

 

  



4月 13日（金）  

今年度最初の避難訓練 

 学校日記 ～Part２～ 

  

 午後の避難訓練がとても立派でしたので、今日の学校日記の増刊号を発行するこ

とにしました。 

 今年度最初の避難訓練が行われました。1年生にとっては初めての避難訓練、2・3

年生も校舎が変わり昨年度とは違う避難経路でしたが、全体がとても立派にできた訓

練でした。校舎から出てきて整列するまで、ほとんど話し声は聞こえず、ほとんどの生

徒が写真のように防災ずきんをかぶっていました。 

 明日は、熊本地震から 2年経ちます。「想定外」のできごとから身を守りためには、

日ごろからの準備と心構え、そして、自分で考え、判断し、行動することを大切にする

高い意識をもってくださいね。 

 学校長 栗原 公明 

  



4月 16日（月）  

学校ホームページが復旧しました 

 13日（金）夕方から、横浜市 YY.NETの通信障害により、学校ホームページが閲覧

できなくなりました。本日 10時 50分に復旧しましたので、お知らせします。 

 やはり、「13日の金曜日」には何かが起きた････ 

  

 本日は予定通り、授業参観・懇談会（3年生は修学旅行保護者説明会）、部活動保

護者説明会を実施いたします。 

◆授業参観 １３：３０～１４：２０ 

◆懇談会（１・2年学級懇談会、3年修学旅行説明会） 

     １４：３５～１５：３０ 

◆部活動保護者説明会 １５：４０～１６：４５  

 学校長 栗原 公明 

  



4月 16日（月）  

応援団長は誰に！？ 

 本日の学校日記 ～Part ２～ 

 

   

   

  



 本日の授業参観は、年度当初で教科授業は今日が初めてというクラスもあるので、

今年は全学年とも「学級活動」の授業参観を行いました。担任をはじめ、生徒たちの

活動を見ていただきました。 

 さて、３年生は昨年に引き続き、学年集会の形をとって、今年の体育祭の応援団長

の演説を行いました。多くの保護者の方にも聞いていただく中で、８人の立候補者が

応援団長への意気込みを熱く語り、パフォーマンスを入れたりしながら、学年の生徒

のみなさんに「１票」を訴えていました。 

 ３色の団長３名が、学年生徒たちの投票により決まります。 

今日から本屋大賞受賞作貸出！ 

 

 今回の『本屋大賞』を受賞した、辻村深月さんの『かがみの孤城』が本日より貸出に

なりました。学校司書さんにお聞きしたら、さっそく借りにきたそうです。 

 学校長 栗原 公明 

  



4月 17日（火）  

３年生は全国学力・学習状況調査を実施 

  

 本日は全国学力・学習状況調査が行われています。中学３年生を対象とし、午前中

に国語 A・B と数学 A・B、昼食をはさんで、午後は理科と学習や生活に関する調査が

行われます。国語と数学の A・Bは、Aが「知識」、Bが「活用」をねらいとした問題に

なっています。 

 

 昨日は、応援団長候補者による立候補演説を保護者の皆様にも見ていただき、そ

の後、３年生修学旅行保護者説明会を行いました。今年の修学旅行は、５月１５日～

１７日です。連休があるので、まだ先のような印象を受けますが、もうすぐですね。３年

生のフロアに上がる階段の踊り場には、きれいに彩られたスローガンが掲示されてい

ます。 



 4月 18日（水）  

自然教室スローガンの紹介 

 

 ２年生の自然教室に向けたスローガンを紹介します。『New Memory  ～２３５人の

冒険 in長野～ 』と書かれたスローガンが、２年生のフロアに続く階段踊り場に掲示さ

れています。自然教室は、６月１日～３日の日程で、長野県戸狩村にいきます。戸狩

村のホームページを見ると「星降る村」「美しいも 楽しいも ここにある」というメッセ

ージが書かれていました。 

   

 ２年生のフロアには、事前学習として戸狩村について班ごとにまとめ、廊下に掲示さ

れています。やはり、「星空」があり、その他には、「長野の強度料理」「観光スポット」

「伝統工芸品」などの項目がありました。 

 



ありがとうございます 

 

 昨年、校長室の入り口扉に、英文書道部のみなさんが作成した「Welcome」メッセー

ジを掲示していただきました。色あせてきたかなと思っていたら、新しいメッセージカー

ドに変わっていました。どうもありがとうございます。 

 学校長 栗原 公明 

 

  



4月 19日（木）  

Pay Forward 

 

 いろいろな場面でご紹介してきた『Pay Forward』。今週、本校校舎の要所要所に、

掲示されました。昨年の人権週間で取組んだのがきっかけでしたが、イベントとして終

わらせるのではなく、引き続き生徒、職員、そして本校に関わる人たちにも意識しても

らい、日頃の教育活動で大切にしていることのひとつです。 

 正式には、「Pay it Forward」だと思いますが、合言葉としての言いやすさを考え、こ

のような表記にしています。英語としては、正しくないと思いますが、合言葉としての

造語と考えていただきたいと思います。 

 掲示物に添えられているメッセージとして、「感謝の気持ちは、「恩送り」・「PF」しまし

ょう。みんなで PFをひろげましょう！『信頼と共感』は PFから」と書かれていました。 

 生徒会が本校の特色ある活動として、あいさつ運動として「G-Day」に取り組んでい

ますが、もう一つの活動の柱として、「PF」はいかがでしょうか。 

 学校長 栗原 公明 

  



4月 20日（金）  

修学旅行のコース作りが着々と！ 

  

 ３年生は今週、修学旅行に向けたコースつくりに取り組んでいます。班ごとに見学地

を絞り、どのように回るのかを話し合っていました。そして、どこでお昼を食べるのかと

いうことも大切なこと！見学地とおいしいものを食べたいなあという気持ちがいっぱい

あふれる 3年生の教室でした。 

 さて、私の日課の一つに昇降口で生徒を迎えた後、校内をまわります。各クラスで

は、「中川の時間」が行われていますが、教室担当ではない先生が学年フロアや階段

を清掃しています。高台の風当たりが強いところにある学校なので、生徒が清掃をし

てもすぐにほこりっぱくなるので助かります。 

 今朝校内を歩いている時に、ある教員が流しの掃除をしていました。「ありがとう」と

声をかけると、「いつも他の先生がやってくださっているから」という返事が返ってきま

した。とても嬉しかったし、清々しい気持ちになりました。これも、「Pay Forward」です

ね。「Pay Forward」がどんどん広がるとうれしいですね。 

 学校長 栗原 公明 

 

  



4月 23日（月）  

春の読書週間が始まりました 

 

 今日から春の読書週間が始まりました。4月 23日は『こども読書の日』、そして、毎

月 23日は、『市民読書の日』となっています。そこで、読書週間にちなんで、図書室

に掲示されていた『平成 28年度「朝の読書」（学校）で読まれた本』（朝の読書推進協

議会調べ 調査期間は、平成 28年 4月～平成 29年 3月末）のランキング TOP１０

をご紹介します。 

1位 ソードアート・オンライン 

2位 火花 

3位 カゲロウデイズ  空想科学読本 5分後に意外な結末 

6位 獣の奏者 

7位 君の脾臓をたべたい 

8位 ハリー・ポッターと賢者の石 

9位 掟上今日子の備忘録 

10位 科学漫画 サバイバルシリーズ 



4月 24日（火）  

応援団長の紹介＆色決め抽選 

  

  

  

 昨日の全校集会では、3年生の学年集会の中で、応援団長への思いを熱く語った 8

人の勇者から選ばれた３名が全校生徒に紹介されました。各色の団長がステージに

あがり、その後に行われた各クラスの色決め抽選で決まったクラス代表と、必勝を誓

い固い握手をしました。 

 今年の体育祭は、６月２３日（土）。今年はどんなドラマが生まれるのかな。 

 学校長 栗原 公明 



4月 25日（水）  

雨にも負けず、時間にも負けず 

  

 今日は生徒の登校時に雨足が強くなり、生徒たちは結構濡れてしまいました。いつ

ものように昇降口に立ち、生徒を出迎えていましたが、8時 30分のチャイムが鳴った

時には昇降口を通る生徒には会わず、生徒のみなさんは教室で着席していました。

おそらく、雨を予想して早めに家を出てきたのでしょう。その場の状況に応じた判断を

して行動できることはすばらしいことですね。写真は 3年生の昇降口ですが、クラスご

とに傘がまとめられ、靴箱も整然としています。1年生や 2年生の昇降口も同様に、

整然としています。 

 今日は 2年生の一部と 3年生、9組が眼科検診を行いました。私の時には、先生

が上まぶたをひっくり返す検診でしたが、現在は「あっかんべー」の眼科検診。ところ

で、「あっかんべー」って、今でも日常使われているのかな。 

 学校長 栗原 公明 

  



4月 26日（木）  

大人になった”みどりん”！？ 

 

 先日のホームページでご紹介した 3年生の修学旅行スローガンですが、このスロー

ガンの中に、本校スクールキャラクター”みどりん”が登場していますが、おわかりにな

りますか？ 

 そこで、このイラストの一部を拡大してみると、もうおわかりですね。”みどりん”のト

レードマークである「ヘアバンド」、そして手にしている扇子に「MIDORIN」の文字、スロ

ーガンに登場する女性こそが、我らの”みどりん”！大人になった”みどりん”が描か

れています。 

  

 

 



 改めて、現在の”みどりん”と比べてみると････ 

 

 学校長 栗原 公明 

 

  



4月 27日（金）  

大役を果たした”みどりん”ですが！ 

 

 昨日に続いて、本日も”みどりん”ネタでお届けします。昨年度の創立 70周年記念

事業では大活躍した”みどりん”でした。本校の正門近くに掲げた創立を祝う横断幕の

中では、来校される方々をはじめ、本校生徒をいつも笑顔で迎えていました。気持ち

の優しい”みどりん”ですから、高台の風当たりが強い本校の立地による強風にさらさ

れ、時にはびっくりして興奮し、横断幕を破損してしまうこともあり、しばらく横断幕とと

もに謹慎することもありました。 

 さて、その”みどりん”ですが、横断幕がお役目を果たし引退したなかで、写真のよう

に横断幕にあった”みどりん”が A棟の階段踊り場に掲示されています。いつまでも、

元気でいてくださいね。 

 学校長 栗原 公明 

 

 


