
5月 1日（月）  

♪おもしろそうに およいでる♪ 

 

 今年度も毎月初めごろ、9組の特製カレンダーと本校技術員さんの写真”なかちゅう

ぎゃらりー”をご紹介します。今月の 9組カレンダーは、気持ちよさそうに泳いでいる

鯉のぼりのデザインです。♪やねより たかい こいのぼり～♪でしたが、今では見下

ろされるようなこいのぼりになってしまいましたね。 

  

 そして、本校技術員さんによる”なかちゅうぎゃらりー”の紹介。今月の写真は、『ツ

バメウオ 沖縄 国頭村にて』撮影された写真です。透明感あふれるきれいな海の中

で、気持ちよさそうに、そしてタイトルのように、「おもしろそうに およいでる」お魚の写

真でした。 

 学校長 栗原 公明 



5月 2日（水）  

躍動する１年生！ 

  

  

 連休の谷間の２日間ですが、学校はいつも通りの生活です。グランドでは、白色が

まぶしい体操着の１年生が、体育の授業をうけていました。走り幅跳びやハードルの

種目が行われ、一生懸命に走り、跳ぶ姿は、一段と輝いて見えました。 

 さて、生徒たちが活動する時に脱いだジャージや筆記用具は、写真のようにきちん

とたたまれ、置かれていました。何気ないことですが、体育だけではなく、日常生活の

いろいろな場面でいかすことができそうですね。 

 今日の午後は、２年生の自然教室保護者説明会が予定通り行われます。１５時よ

り、本校体育館で行いますのでよろしくお願いいたします。 

 学校長 栗原 公明 

 

  



5月 7日（月）  

連休が明けて 

 GW明けの学校生活が始まりました。私は朝から出張で、朝会講話等は副校長に

依頼したので、今日は朝会のようすを写真でお届けできなくて、ごめんなさい。連休明

けの朝会でしたが、生徒たちはいつもどおり、しっかりと朝会に臨み、時間どおりに始

めることができたようです。朝会では、副校長の講話、教育実習生の紹介、部活動の

表彰（バドミントン部、女子バレー、野球部）を行いました。 

 さて、本校卒業生の教育実習生が、今日から３週間の予定で実習を行います。担当

は、１年生の理科、２年生の国語になります。生徒のみなさん、よろしくお願いします。 

 学校長 栗原 公明 

  



5月 8日（火）  

かけがえの一粒になろう 

 

 

 

  

今日のタイトルになっているすてきなメッセージを紹介します。いつものように校内を

歩いていたところ、２年生のあるクラスの朝学活で、代表生徒が学級目標をクラスの

みなさんに披露しているところでした。そこには、『葡萄 一粒一粒の成長が全体の成

長に 男も女も関係なく仲良し かけがえのない一粒になろう』というメッセージが添え

られたいました。いつもながら、子どもたちの発想のすばらしさには、感心します。 

神奈川新聞スポーツ欄より（５月４日付） 

 

 ５月４日の神奈川新聞スポーツ欄に、本校卒業生が関東高校県予選重量挙げ男子

８５㌔級で大会新 V という記事が大きく掲載されていました。「中川中学校時代は」と

いう記載もあり、中学校時代に陸上で活躍されたことも掲載されていました。 

 学校長 栗原 公明 



5月 14日（月）  

お久しぶりです 

 5月 9日（水）以来の学校日記の更新になります。 

 市内学校ホームページに関わる横浜市のシステムの不具合により、閲覧はできま

すが、学校が編集して更新することができませんでした。いつもお読みいただいてい

る皆様には、ご迷惑、ご心配おかけいたしました。申し訳ございませんでした。ようや

く、本日から復旧したという通知が委員会から届きましたので、さっそく、更新いたしま

す。 

  

 今日の写真は、明日からの修学旅行のために荷物をもって登校する 3年生の昇降

口の様子と荷物を運ぶトラックがくるまで、生徒の荷物が置かれている一時置き場に

なっている部屋の写真です。最近は、キャリーバッグが増えましたね。 

 学校長 栗原 公明 

 

  



5月 14日（月）  

お久しぶりです 

 5月 9日（水）以来の学校日記の更新になります。 

 市内学校ホームページに関わる横浜市のシステムの不具合により、閲覧はできま

すが、学校が編集して更新することができませんでした。いつもお読みいただいてい

る皆様には、ご迷惑、ご心配おかけいたしました。申し訳ございませんでした。ようや

く、本日から復旧したという通知が委員会から届きましたので、さっそく、更新いたしま

す。 

  

 今日の写真は、明日からの修学旅行のために荷物をもって登校する 3年生の昇降

口の様子と荷物を運ぶトラックがくるまで、生徒の荷物が置かれている一時置き場に

なっている部屋の写真です。最近は、キャリーバッグが増えましたね。 

 学校長 栗原 公明 

 

  



5月 15日（火）  

修学旅行レポート① 

   

新横浜に集合しました。爽やかな朝です。 

添乗員、カメラマンの紹介、学年主任の話の後、ホームに移動しました。 

ホームでは、新幹線の到着が待ち遠しい子どもたちです。 

  



5月 15日（火）  

修学旅行レポート② 

  

新大阪に到着しました。ここから、バスに乗って、奈良公園に向かいます。バスの車

窓からは、大阪の街並み、梅田の観覧車が見えました。ガイドさんが街中のビルに観

覧車があるんですよ！と力説されましたが、生徒たちのリアクションは今一つ。いつも

センター北で見慣れた景色ですからね。バスに乗って一時間ほどで、奈良市街に入り

ました。写真では、分かりづらいですが、遠くに興福寺の五重塔が見えてきました。 

  



5月 15日（火）  

修学旅行レポート③ 

  

見学前に、腹ごしらえ。といっても、新幹線の車内でおやつをたっぷり食べていた生徒

たちでしたが、カツカレーが食欲をそそるようです。昼食後は、大仏殿を見学した後

は、コース別の見学になります。 

  



5月 15日（火）  

修学旅行レポート④ 

  

大仏殿は予想通りの混雑でした。クラス写真を撮るだけでも行列でしたね。気温も急

上昇、３０度くらいありそうです。私は全クラスと写真を撮り終わったら、汗だくになりま

した。私が同行するコースは、大仏殿後、興福寺、春日大社に向かいます。バスに戻

った生徒たちの手には、冷たいペットボトルの冷たい飲み物が！ 

  



5月 15日（火）  

修学旅行レポート⑤ 

  

春日大社の見学が終わり、出発まで自由時間となりました。生徒たちは、売店にまっ

しぐら！この暑さですから、特にソフトクリームが大人気でしたね。春日大社が寄進し

た灯篭の中で鹿がデザインされている灯篭を３つ見つけるとお金持ちになるとガイド

さんにいわれ、生徒たちは最初のうちは、一生懸命探していました。これから、宿泊す

る琵琶湖グランドホテルに向かいます。 

  



5月 16日（水）  

修学旅行レポート⑥ 

  

７コースに分かれたバスが、全車ホテルに到着しました。子どもたちは、暑さで疲れは

あるものの元気です。自分の荷物を受けとり、各部屋に移動しました。これから、お風

呂、夕食となります。夕食はご覧の通り、お肉、お刺身をはじめ、品数豊富で、子ども

たちは満足していたようです。子どもたちの熱気とすき焼きのコンロで、クーラーはど

うしたのって思ってしまいまうほどでした。。 

  



5月 16日（水）  

修学旅行レポート⑦ 

  

夕食後は、大広間で狂言を鑑賞しました。はじめに能と狂言の歴史の説明がありまし

た。そして、みんなで取り組むワークショップでは、笑い方の練習を行い、小笑い、中

笑い、大笑いを狂言師に合わせて行いました。食後のエネルギーと合唱でみんなで

声を出す積み重ねが成果となって、大広間いっぱいに声が響きわたりました。狂言鑑

賞後、室長会議を行い、今日の反省と連絡がありました。 

  



5月 16日（水）  

修学旅行レポート⑧ 

  

２日目になりました。昨日は、テンションが上がり、なかなか寝付けないようでした。さ

て、朝食会場には、皆さん、元気に来るでしょうか？と思っているところに、元気な「お

はようございます」の声。次に来たグループは眠そうな「おはようございます」、今日し

っかり見学してね！ 

  



5月 16日（水）  

修学旅行レポート⑨ 

  

いよいよ２日目の活動がスタート！バスで岡崎まで移動し、班ごとにタクシーでの見

学になります。世界遺産の歴史建造物を見学し、運転手さんから京都のお話いっぱ

い聞いてくださいね。 

  



5月 16日（水）  

修学旅行レポート⑩ 

現在生徒たちは、班別見学をしているところですので、写真はありませんが、連絡メ

ールから推測される状況をお伝えします。今日も気温が高く、暑い１日です。幸いに

今回は、タクシーを利用しているので、多少疲れは和らいでいると思いますが、暑さと

人の多さは、からだにこたえることと思います。人気スポットは相変わらず混雑してい

るようです。チェックポイントの職員からは、ドライバーさんのアドバイスで、清水寺を

最後にしたり、見学場所を入れ替える連絡が入ってきます。また、次々とチェックポイ

ントを通過する連絡が入ってきています。 

  



5月 16日（水）  

修学旅行レポート⑪ 

  

班別見学に出かけた生徒たちが、次々とホテルに戻ってきました。お土産いっぱい抱

えて、タクシーから降りてきます。到着の確認後、部屋に戻り、入浴、夕食となります。

ちなみに、琵琶湖グランドホテルは、雄琴温泉で、泉質はアルカリ性単純温泉、効能

には、もちろん疲労回復がありますよ。ついでに、美肌効果も！ 

  



5月 16日（水）  

1年生 校外学習 結団式 

 

1年生は明日の足柄への校外学習をひかえ、本日結団式を行いました。スローガン

は 

「今つなげよう 信頼の輪」 です。 

明日も天気が良さそうです。みんなの普段の行いがいいのかな？ 

  



5月 17日（木）  

修学旅行レポート⑫ 

  

今日の夕食は、お造り、揚げ物、陶板焼き、焼き物、煮物等たくさんの品数です。いつ

もながら、食リポ的なおたよりになってしまい、ごめんなさい。毎回食事係の代表生徒

のひと言の後、いただきますの号令がかかります。今日のひと言は、もちろん、班別

の見学についてのお話でした。夕食後は、競技かるたの鑑賞です。本校のかるたの

達人たちとの対戦も予定されています。乞うご期待！ 

  

  



5月 17日（木）  

修学旅行レポート⑬ 

  

本日の体験は、競技かるたの鑑賞です。最初に競技かるたの説明があり、かるた会

の方々のデモンストレーションが行われました。来た方々がすべて有段者ということ

で、激しい勢いで激しくふるまう「ちはやふる」そのものでした。そして、この有段者の

方々と３年生の百人一首大会入賞者との対戦が行われました。さすがに有段者の壁

は厚く、厳しい戦いとなりましたが、生徒たちが札を取るたびに、歓声が上がりまし

た。 

  



5月 17日（木）  

修学旅行レポート⑭ 

  

３日目になりました。朝食会場に、生徒たちの「おはようございます」の声が響いてい

ます。五分前行動目指して、生徒たちが集まってきました。特にいつも時間ぎりぎりだ

った女子の行動が立派です。食事係のあいさつの後、元気にいただきます！今日

は、クラスごとのコースになります。１組は漆器加飾体験と伏見稲荷、５組は南禅寺・

東寺等と念珠作り体験、３組は清水寺と絵付け体験、４組は下鴨神社・北野天満宮と

友禅染め体験、７組は北野天満宮・下鴨神社と友禅染め体験、３組と６組は伏見稲荷

と真田紐体験になります。私は１組と一緒に行動します。それでは、最後の京都の１

日を満喫しましょう。 

  



5月 17日（木）  

修学旅行レポート⑮ 

  

私が同行する１組の最初の活動は、漆器加飾体験。バスは滋賀県から京都に入って

きました。１組の体験学習が始まりました。急に皆さん無口になり、息を止めて細かい

作業が終わると、大きなため息。呼吸は大丈夫って、心配になってしまいました。この

３日間で一番集中しているのではないでしょうか。担任の先生も一緒に活動され、声

をかけるのも躊躇してしまうほどの真剣さです。 

１時間ほどで、一人ひとりの個性溢れる作品が完成しました。生徒たちは、筆箱、ペン

立て、小物入れ、手鏡から選び、デザインをしました。最後の方になると、担任の先生

も余裕が出てきて、鼻歌混じりの作業ぶりでした。これから、伏見稲荷に向かいます。

他のクラスも順調に回っているとの連絡が入っています。 

  



5月 17日（木）  

足柄レポート① 

  

予定通り到着しました。足柄は多少風が強いですが、あまり暑くなく、過ごしやすいで

す。開会式を終え、早速各クラス 2グループに分かれ、活動が始まりました。みんな

楽しそうに、ゲームに取り組んでいます。信頼の輪を作り始めました。 

  



5月 17日（木）  

足柄レポート② 

  

昼食後、午後の部がスタートしました。子供たちは元気いっぱいです。 

5月 17日（木）  

足柄レポート③ 

 

体調不良者が出ることなく、プログラムを終えました。閉会式を終え、これから学級写

真を撮影した後、学校に戻ります。 

 

 



5月 17日（木）  

修学旅行レポート⑯ 

 

伏見稲荷大社に到着しました。修学旅行最後の見学地になります。予想通り、すごい

人ごみです。写真のように、「おもかる石」に行くまでが大変。生徒たちは願いごとを

胸に、おもかる石を持ち上げています。果たして、軽く感じるたのでしょうか、それとも

重く感じたでしょうか。 

  



5月 17日（木）  

修学旅行レポート⑰ 

  

伏見稲荷大社の見学を終えて、昼食場所に向かいます。修学旅行最後の昼食は、東

山区にある知積院内の一休庵で取りました。食べ盛りの子どもたちですから、いただ

きますをしてほどなく、おかわりに行く生徒たちがいました。先ほど伏見稲荷でおやつ

を食べていたのに。自分も初任の頃は、あのくらい食べられたのになあ… 

昼食後、３日間、皆さんの健康を見守っていただいた看護師に全員で感謝の気持ち

をお伝えしました。これから、京都駅に向かいます。 

 

  



5月 17日（木）  

修学旅行レポート⑰ 

  

京都駅ホームに上がりました。予定どおり、１５時２９分発の新幹線に乗車しました。

車内は子どもたちの笑顔と元気な声でいっぱいです。２年生から準備してきた修学旅

行、クラスの仲間とそして学年の仲間と一緒に過ごした３日間だったからこそ、楽しい

修学旅行になったことと思います。自分が嬉しかったことや感謝したいことを他のお友

達に伝えることができましたか。ペイ・フォワードの精神を生かすことができました

か？ 

実行委員さんをはじめ、いろんな係として活躍した皆さん、ありがとうございました。無

事新横浜に到着しました。このレポートも最終回となります。３日間、たくさんの皆さま

に読んでいただき、とても嬉しいです。ありがとうございました。 

  

  



5月 21日（月）  

１年遠足、修学旅行を終えて 

  

 先週は、１年生が１７日（木）に足柄方面へ遠足、３年生が１５日（火）～１７日（木）の

２泊３日の日程で奈良・京都方面に修学旅行に出かけてきました。１８日（金）は５月１

２日（土）に行われた「オープンスクール Day」の代休だったため、久しぶりに３学年が

そろった月曜日でした。 

 今日は１・３年生は、学年朝会がありました。両学年とも、先週行われた校外行事の

解団式を行いました。最初に３年生の朝会が行われている体育館に行ったところ、修

学旅行後の浮ついた雰囲気はなく、開始時間前には話し声が消え、時間どおりに始

まりました。実行委員長からは、今回の修学旅行で経験したこと、学んだことをこれか

らの学校生活に生かしていきましょうという話があり、先生の話へと続きました。そし

て、武道場で行われている１年生学年朝会に移動しましたが、こちらも３年生同様、生

徒たちは代表生徒や先生のお話をしっかりと聞き、中学校最初の学年遠足が無事終

わりました。６月１日（金）～３日（日）には、２年生の自然教室が予定されています。 

 学校長 栗原 公明 

 

  



5月 22日（火）  

５月２１日ごろ ～小満～ 

  

 図書室のショーウインドウには、季節を伝える書籍が展示されています。ふと目をや

ると、その本には、「小満 ～５月２１日ごろ、植物にとって、とても気持ちのいい季節

です。どんどん成長し、生い茂ります～」と書かれています。そして、「くよくよした気分

になることって、だれにでもあるよね。そんなときは、大きなものの前に立つといいよ。

たとえば、海。たとえば、富士山。『大丈夫、たいしたことじゃない』って声が、聞こえて

こない？」と添え書きがされていました。 

 遠足や修学旅行を終えた１・３年生、自然教室を間近に控えた２年生、どの学年の

生徒たちも、新しいクラス・学年での生活は短期間とはいえ、行事に向けた準備や体

験で大きく成長しています。『とても気持ちのいい季節で、どんどん成長し、生い茂り

ます』のフレーズが、生徒たちにもピッタリですね。 

 体育館につながるところには、今年もツバメが巣を作っています。白壁の角部屋の

お部屋は、高級住宅地です。 



 

 １年昇降口付近の掲示板には、英文書道部作成のカレンダーが掲示されていま

す。紹介しようと思っているうちに、５月も２２日になってしまいました。先週の今頃は、

私は奈良公園にいました。修学旅行に出発して、もう１週間がたちました。明日は、各

色の応援団の生徒と職員の顔合わせが予定されています。６月２３日（土）に予定さ

れている体育祭に向けて始動しました。 

  

 ５月７日からの教育実習も今週で終わりになります。先週、そして今週と実習生の研

究授業が行われました。緊張感の中にも将来の教師にむけた熱い気持ちが感じられ

ました。 

 私は明日、明後日と学校不在となりますので、今日はその分も含めた”３０％増量の

学校日記”となります。最後に、もうひとつ、季節の写真を紹介します。校舎の前にあ

るびわが次第に色づいてきました。 

 学校長 栗原 公明 

  



5月 25日（金）  

ニュースが一目でわかる！ 

  

 図書室の廊下壁面には、「時事コーナー」が設けられています。掲示された記事を

読んでみると、「米朝首脳会談中止」「アメフト部」「イニエスタ神戸移籍」など、最新の

ニュースが掲載されていました。図書館を利用するついでに「時事コーナー」を見る

と、世の中のできごとがすぐにわかりますね。新聞記事の横には、英字新聞も掲載さ

れています。 

 さて、図書室内を覗いてみると、早くも課題図書の本が展示されていました。司書の

方にお聞きしたら、『１０５度』という本がおもしろいとのお話でした。中学生が登場し、

椅子を制作し、コンテストに出展するお話で、「１０５度」とは、いすの角度を表している

そうです。 

学校説明会、PTA総会 

  



 本日午後は、学校説明会、PTA総会が行われました。ご多用のところ、そして暑い

中、ご来校いただき、ありがとうございました。昨年度、委員、役員をお引き受けいた

だいた皆さま、ありがとうございました。また、今年度 

委員、役員をお引き受けいただいた皆さま、よろしくお願いいたします。 

 学校長 栗原 公明 

  



5月 28日（月）  

応援団のクラス訪問始まる 

 

  

 

先週から体育祭に向けた応援団の活動が始まりました。色ごとに作られた応援マニ

ュアルは、今後の応援練習の必需品。全校生徒に配られました。さっそく、今週から

応援団のクラス訪問が始まりました。 

  

 今日から４日間、応援団のクラス訪問が、「中川の時間」を活用して行われていま

す。写真は、１年生のクラスの様子ですが、初めての体育祭の応援ということで、応

援団の生徒のみなさんの迫力とテンポに、気持ちと動作がついていかず、戸惑いは

隠せませんでした。毎年のことですが、６月の体育祭では、上級生と一体となって、熱

い応援をする１年生がいます。 

 余談ですが、多くの皆様が学校ホームページを見ていただいているおかげで、私が

入力するときには、ホームページのアクセス数が「189999」になっていました。年内に

アクセス数が２０万になるのも夢ではなさそうです。 

 学校長 栗原 公明 

  



5月 29日（火）  

中川中ブロック小中一貫授業研究会 

  

 本日、本校を会場に「中川中ブロック小中一貫授業研究会」が開催されました。小中

9年間の学びをとおして、育てたい子どもの姿を共有し、「失敗を恐れず挑戦し続ける

力」「自ら考え、判断と行動ができる力」「主体的に学び続ける力」を育てていきたいと

思います。 

 本校６校時の授業を中川小・南山田小・牛久保小の３小学校の先生方が参観し、授

業参観後、研究協議を行います。お世話になった小学校の先生方が教室に入ってく

ると、生徒たちはとても嬉しそうでした。後期は牛久保小学校を会場に、１月１７日に

授業参観、研究協議を予定しています。 

 今日はお客さんが見えるので、トイレをのぞいたら、きれいにトイレのスリッパが揃

えてありました。うれしいですね。 

 学校長 栗原 公明 

  



5月 30日(水)  

1年遠足レポートが掲示されています 

  

  

 1年生の各クラスの廊下には、5月 17日に行われた遠足をまとめたレポートが掲

示されています。それぞれのレポートには、チームで協力して取り組んだ冒険体験を

イラストとコメントを交えて書かれていました。タイトルには、自分たちが取り組んだ冒

険体験の名称（『マシュマロわたり』『島から脱出するミッション』『ビー玉流し』『四角の

板に全員が載るゲーム』など）が書かれています。「ミッションを達成するために、必要

だったことは何ですか？」という問いかけに、「お互いに声を出し、協力し合うこと。失

敗した理由をみんなで分かち合い、それを生かすこと」というコメントが書かれていま

した。 

 

 

 



仲間の手形とつながりひとつの円 

  

 1年生の各クラスには、遠足で作成した「ビューティフルサークル」（「自分はクラスの

一員だ」という想いを込めて自分の手形を描き、手形一つひとつを自分と見立てて、

仲間の手形とつながり作った一つの円）が掲示されています。ここには、今回の遠足

で行った冒険体験を行う前と行った後の自分の気持ち、たとえば、「相手尊重」「助け

あい」「集中力」「元気いっぱい」など、思い思いの言葉が書かれています。今年 1年

間でクラスとして取り組む体育祭や合唱コンクールなどでは、さらに一人ひとりの想い

を書き込んでいくそうです。学年が終わる来年 3月には、皆さんの成長の証を改めて

確認できますね。楽しみです！ 

 学校長 栗原 公明 

 

  



5月 31日（木）  

応援訪問練習の最終日 

  

 明日から 2年生が長野方面の自然教室となるので、応援団の全クラスへの訪問練

習は、本日が最終日になりました。今週当初の 1年生の応援練習の様子はホームペ

ージでもお伝えしましたが、戸惑いと恥ずかしさいっぱいでしたが、4日目ともなると

雰囲気にも慣れ、応援団に合わせて声がでてきました。生徒たちの手元には、各色ご

とに作成した応援マニュアルが置かれていました。放課後の応援練習も一生懸命に

取り組み、校長室にも生徒たちの熱い応援が届いています。 

２年生自然教室にむけた学年集会 

  

 ２年生は明日から自然教室にむけた学年集会を４校時に行いました。実行委員長、

各係の代表生徒、そして引率する副校長や教員から、自然教室にむけた最終確認や

お話がありました。長野県戸狩での自然教室が楽しみですね。 

 学校長 栗原 公明 


