
6月 1日（金）  

自然教室いってきま～す レポート① 

  

  

 ２年生が今日から２泊３日の予定で、長野県戸狩に自然教室を行います。予定通

り、８時に学校を出発しました。バスのトランクは、生徒たちの荷物でぎっしり。何泊す

るのかな？海外旅行？なんて思ってしまうほど、大きな荷物もありました。 

 きれいな青空が広がり、気持ちがいい朝です。予報では３日間天気が良さそうで

す。そういえば、昨日はとってもきれいな夕焼けでしたね。 

 自然教室のようすは、現地特派員からのレポートをもとに、私からお伝えいたしま

す。お楽しみに！ 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 1日（金）  

自然教室レポート② 

  

 

  現地からレポートが届きました。入村式を行い、学級写真を撮り終えたクラスから、

それぞれの宿舎に移動しました。生き生きとした子どもたちの表情をお伝えできない

のが残念です。今頃はおいしい空気をいっぱい吸って、そしておいしいお弁当をお腹

いっぱい食べていることでしょう。 

 横浜同様、戸狩の天気もとてもよいみたいです。気持ちのいい写真が送られてきま

したので、あわせて紹介します。今朝までは雨が降っていたようで、当初予定していた

ふれあい広場での入村式は、足元が悪いため、トビアホールで行ったそうです。でも

今は、写真のとおり、天候の心配はまったくありません。 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 1日（金）  

自然教室レポート③ 

 

 昼食後は田植え体験です。写真は 2年 6組の田植えの様子です。青空のもと、気

温は高く、とても暑いけれど、田んぼの水の冷たさは気持ちがいい！という現地から

の声が寄せられました。現在は学校周辺には水田がなく、田んぼに入るなんてめった

にできない貴重な体験ですが、私にとっては、この写真はとくに目新しい感じはしな

く、小さい頃、足を滑らせて田んぼに落ちて、片足を抜くと一方が深みに入り、泣きそ

うになった暗い思い出がよぎりました。 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 1日（金）  

自然教室レポート④ 

  

 

 もう一人の特派員からのレポートが届きました。この特派員は、2組・5組・9組の活

動エリアを巡回しています。「泥の感覚が新鮮だったようで、子どもたちは大興奮」「し

かしながら、日差しが強くて女の子たちは････」というコメントが添えられていました。 

 田植え体験後は、箸を作り、夕食（バーベキュー）となります。 

 今日の学校からのレポートは 、これで終了します。明日、明後日は、学校が休みで

すので、リアルタイムに近いレポートはお送りできないと思いますが、頑張ってみなさ

まにお伝えしたいと思います。明日もお楽しみに！ 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 2日（土）  

自然教室レポート⑤ 

  

 

 みなさん、こんにちは。出勤したら、現地特派員から、たくさんのメールが届いていま

した。順次、掲載していきますので、ご覧ください。 

 さて、まずは田植えが終わり、自分たちが使う箸を作っているようです。小刀で竹を

削り、色を塗って、自分だけの箸を作っています。小刀で削ることは日常ではあまり経

験がないので、大丈夫でしょうか。私が小学校の時には、確か”ボンナイフ”とかいっ

ていたようなもので、鉛筆を削っていたのを思い出しました。この話題についてこれる

方、いらっしゃいますか？ 

 箸づくりを終えると、夕食のバーベキューの準備に取りかかったようですね。今日

は、田植え、箸づくりとアクティブな 1日でしたので、お腹もすいたことでしょう。 

 ※掲載しているレポートのコメントは、送られてきた写真とコメントに、私が憶測と妄

想で書き込んでいるので、事実と異なることがあるかもしれません。お許しください 



6月 2日（土）  

自然教室レポート⑥ 

 

 午前の戸狩のようすです。ライブカメラではありませんが、割と新鮮さは保っている

と思います。新緑と青空をバックにした生徒たちが泊まっている宿舎です。特派員を 2

名派遣している関係で、体験内容が同じ写真も掲載されますが、クラスが異なるので

掲載されることもありますので、ご了承ください。 

 

この写真は、2日目に行われている３・4組の田植えの写真です。快晴のもと作業す

るのは、気持ちがいいでしょうね。横浜も晴れていますが、空の青さはかないません。 

   

 田植えの後は、昼食になりますが、その前にもうひと仕事。お昼を食べるための箸

を作ることです。箸を作らない人はたべられない！？真剣に箸を小刀で削る生徒たち

です。箸は左の写真のような材料を使って、各々が作ります。 

 学校長 栗原 公明 

 

 

 

 

 

 



6月 2日（土）  

自然教室レポート⑦ 

 

 

 

 午後の体験活動は、カヌー体験です。北竜湖で全クラスが行います。大自然の中で

は、生徒たちはとても小さな存在になってしまうので、今回は大きな写真にしました。

現地からのレポートでは、初めてカヌー体験する中で、子どもたちは、だんだんとパド

ルの扱いにも慣れてきて、楽しそうに活動しているようです。子どもたちと自然が一体

化し、日常では経験できない貴重な時を過ごしています。 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 3日（日）  

自然教室レポート⑦ 

 

 

 今日は牛久保東自治会の地域清掃に女子バレー部の生徒たちが参加しました。地

域の方々との顔の見える関係づくり、そして地域の一員としてのボランティア活動に、

毎月第１日曜日８時から、その日に活動予定がある部活動が練習前に参加してもら

っています。私は清掃が終わったついでに学校に立ち寄ったところ、現地特派員から

レポートが届いていましたのでお知らせします。 

 ２日目もいろいろな自然の中でいろいろな体験を生徒たちは行いました。いよいよ

自然教室も最後の夜となりました。みんなが楽しみにしているキャンプファイヤーで

す。生徒のみなさんの服装をみていると、現地はだいぶ涼しそうですね。戸狩の山々

もしだいに薄暗くなり、夜のとばりに包まれていく様子が伝わってきます。火の神と火

の子たちの入場により、キャンプファイヤーが始まりました。この後は、楽しいプログラ

ムが繰り広げられたことでしょう。戸狩の山々に子どもたちの楽しい声が響き、火の神

様も山に帰りたくなくなってしまうのではないでしょうか。ひょっとしたら、横浜に一緒に

来たりして。 

 私の想像は想像の域を超え、妄想となってきましたので、このあたりで終わりにしま

す。読者のみなさまも、子どもたちの楽しいキャンプファイヤーを思い描いてみたらい

かがでしょうか。 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 3日（日）  

自然教室⑧ 

 

 自然教室３日目。今日も快晴。現地から届いた午前９時前の写真です。特にコメント

はありませんでしたが、深い緑と真っ青な空、澄んだおいしい空気、これだけで十分

ですね。特に私の野暮なコメントは必要なさそうです。現在、午前９時１５分、子どもた

ちは、最後の体験活動であるもちつきを行っているところかな。 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 3日（日）  

自然教室レポート⑨ 

  

 もちつきの様子です。特派員によると叫びながらついているクラスもあるとのこと。

餅つき会場の熱気と元気な掛け声が伝わってくるようです。つきあがったお餅は、あ

んこ餠ときなこ餠にして食べたようです。餅つきが終わると、つきたてのお餅を食べる

のが楽しみ！と言わんばかりに部屋に入って行ったそうです。 

それでは、つきたてのお餅を紹介しましょう。おいしそう！  

 

学校長 栗原 公明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6月 3日（日）  

自然教室レポート⑩ 

 

 

 ２泊３日の自然教室もいよいよ終わります。退村式では、３日間お世話になった

方々に感謝の気持ちを伝え、１１時過ぎに、戸狩を出発しました。この後、おぎのやで

昼食をとり、横浜に向かいます。午後１時に長野 ICからバスは高速に入ったようです

から、今のところは時間どおりだと思います。 

 《おまけ！》 

 別の特派員から送られてきたキャンプファイヤーの写真も紹介します。火の神様が

点火した後の写真ですが、子どもたちのテンションの高さに刺激されたようで、炎が勢



いがものすごいですね。火の神様、ちょっとやりすぎでは、ありませんか。 ♪火の粉

を巻き上げ 天までこがせ～♪ 本当に焦げちゃいそう！！ 

   

 学校長 栗原 公明 

  



6月 3日（日）  

自然教室レポート⑪ 

  

 一息つこうと思っていたら、お昼のレポートが入ってきました。おぎのやといえば、

『峠の釜飯』です。午前中にお餅をたくさん食べてしまって、なかなか箸が進まない生

徒もいたようです。つきたてのお餅っておいしいので、ついつい食べてしまい、後にな

ってお腹が膨れてくるんですよね。食べ終わった釜飯の容器を嬉しそうに持ち帰る生

徒たちの姿もあったそうです。 

 今回のレポートでは、初めての食レポです。３年生の修学旅行で送った私のレポー

トは、食レポの多さが目立ちましたが、今回の特派員は優秀で、要所要所をきちんと

押さえたレポートですね。 

 学校長 栗原 公明 

 

  



6月 3日（日）  

自然教室レポート⑫ 

 １５：５５現在、高尾山あたりを走行中とのことです。これから、海老名 JCから東名

に入り、横浜青葉 ICより、請地、学校に向かいます。本日は日曜日のため、渋滞も

予想されますので、大幅に遅れる場合には、メール配信することもあります。 

 学校長 栗原 公明 

6月 3日（日）  

自然教室レポート⑬ 

 １６：５５、横浜青葉インターを降りました。２４６が渋滞しているみたいなので、メール

配信しましたが、１５分程度の遅れが見込まれます。 

 学校長 栗原 公明 

 

6月 3日（日）  

自然教室レポート⑭ 

 １７：４５、学校下で下車する生徒も到着しました。２年生は、６月４日（月）、５日（火）

は自然教室の代休になります。ゆっくりと体を休めてください。 

 また、最後まで、自然教室レポートをお読みいただき、ありがとうございました。後

日、お子さまと、ホームページを見ながらお土産話をするのもいいですね。 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 4日（月）  

女子バレー部が地域清掃に参加 

  

 昨日の自然教室レポートでもご紹介いたしましたが、毎月行われている「なつみか

ん公園」周辺の地域清掃に、本校生徒が部活動の練習前に参加しています。今回は

女子バレー部員が参加し、地域の方々と一緒に公園清掃を行いました。朝から日ざ

しが厳しい中、汗を流しながら頑張りました。 

朗報！安心してください！ 

 

 職員の関係者の方が制作していただいた「リアルみどりん」をご紹介します。これま

でも本校の７０周年記念事業をはじめ、様々な場面で親善大使として活躍してきたみ

どりんが、さらに進化しました。本日、私はこれから出張に出かけますので、校長室は

「みどりん」に任せることにします。 

 学校長 栗原 公明 



6月 5日（火）  

９組特製カレンダー＆”なかちゅうぎゃらりー”紹介！” 

  

 ６月になりました。毎月恒例になっています「９組特製カレンダー」と本校技術員さん

企画の「なかちゅうぎゃらりー」の紹介をします。 

 日本列島も半分近くが梅雨入りとなり、関東地方も間もなく梅雨入りになりそうで

す。９組のカレンダーは、６月にふさわしい「雨がさ」「かえる」「かたつむり」と季節のイ

ラストが描かれています。これまで行われてきた校外行事、宿泊行事は、どの学年も

好天に恵まれ、よかったです。先の話になりますが、体育祭もこの流れでいきたいも

のですね。 

 さて、話はかわり、”なかちゅうぎゃらりー”は、話題の「元号」にまつわるものです。

今から３０年前、「平成」に年号が変わる時に話題になった、横浜市にある鶴見線の

『昭和駅』の写真です。 

 ５月３１日ニュースを見ていたら、キャスターが、「平成最後の５月です」と話していま

したが、平成最後の６月になりましたね。 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 6日（水）  

自然教室を終えて 

 

 本日１時間目、６月１日から２泊３日の自然教室を終えた２年生が、解団式が行わ

れる体育館に、元気な姿で集まってきました。自然教室実行委員会副委員長さんか

ら、自然教室を通してそれぞれの目標は達成されましたかという問いかけがありまし

た。戸狩でのかけがえのない体験を今後の生活にいかしていきましょうとみんなに伝

えていました。また、引率した副校長、学年主任からも振り返りの話がありました。 

  

 今日の「中川の時間」の最初に、生徒会本部の活動に関するアンケートが行われま

した。左の写真は１年生のあるクラスの様子です。学級委員がクラスの生徒たちに説

明をして実施していました。入学して２か月あまり。頼もしくなってきた１年生です。嬉

しいですね。 

 右の写真は、３年生の廊下に掲示され始めた高等学校の見学会、説明会のポスタ

ーです。先日、３年生の保護者の皆様を対象に、第１回進路説明会を行いました。高

校のポスターは、これから増え続け、廊下いっぱいになります。 

 学校長 栗原 公明 

 

  



6月 7日（木）  

５月の人気図書は？！ 

 

 

 図書室前の廊下に、図書室利用の情報が掲示されています。生徒が借りた人気ベ

スト１０が紹介されていましたので、ベスト３になった本をご紹介します。また、５月の

中川中の図書館利用について、貸出数や来館者数も掲載されていました。学校司書

の先生が、中学生の皆さんに読んでもらいたい本を揃え、図書館のレイアウトを工夫

されて、魅力ある図書館づくりを進めています。みなさん、積極的に利用してください

ね。 

 学校長 栗原 公明 



6月 8日（金）  

学年練習が行われました 

  

  

 梅雨入りのニュースが流れたとたんに、連日晴天となり、夏を思わせる暑い日が続

いています。世の中、「あるある」でくくられることがよくありますが、今日は晴天のも

と、３学年とも学年練習を行っていました。午前中は、２年生と１年生、午後は３年生

が行いました。１年生にとっては、初めての中川中での体育祭ですので、先生たちの

指示を受けながら、一生懸命に取り組んでいました。２年生は昨年度の経験の中に

確かな成長をみることができました。２年生の次に行われた１年生の練習をみている

と、より１年間の成長を感じました。 

 現在は。３年生の学年練習が行われ、団長の入場行進から始まりました。私はこれ

から出張のため、全部を見ることができませんが、安心して任せられる生徒なので、

「いってきま～す！」 

 学校長 栗原 公明 

 



6月 11日（月）  

体育祭カウント・ダウン始まる 

  

 ３年生の昇降口に、体育祭までのカウント・ボードが登場しました。『体育祭まであと

１０日』（土日を除いてカウント）となり、今週末に行われる定期試験が終わるといよい

よ、体育祭に向けてまっしぐら！体育祭のスローガンは、『盛り上げれ ～今、決戦の

とき～ 』です。 

 とりあえず、生徒の皆さんは、１４日（木）、１５日（金）の中間テストが”決戦のと

き！”テスト勉強、頑張ってくださいね。 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 13日（水）  

”みどりん”も体操着に着替えました 

  

 来週の体育祭に向けて、中川中のスクールキャラクター”みどりん”も中川中の学生

服から体操着に着替えました。中川の親善大使として幅広く活躍している”みどりん”

は、生徒のみなさんと気持ちは同じ！バンダナの色も、「赤色系・青色系・黄色系」と、

３色を網羅し応援しています。 

 それから、もう一つ”みどりん”情報です。先日のホームページでは、校長室で執務

をとる”みどりん”をご紹介しましたが、ふだんは、写真のように職員玄関でお客さまを

お出迎えしています。ご来校の際には、「評判いいよ！」と激励のお言葉をかけてい

ただけると嬉しいですね。 

 明日から、生徒たちは、前期中間試験が始まります。国語・理科・社会の３教科にな

ります。 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 14日（木）  

前期中間試験が始まりました 

  

 先ほど前期中間試験が始まりました。１年生のみなさんは、初めての定期テストに

なります。昨日の学習相談日では、きょうの試験に向け、教科担任と熱心に学習相談

する生徒の姿も見られました。 

 さて、私が１年生の担任の時には、初めての定期試験の時には、ドキドキ、ヒヤヒヤ

することがありました。初めての試験なので質問が多くなりますが、質問の中には、

「この答でいいんですか？」「こんな書き方でいいんですか？」「複数選ぶとあります

が、３つでいいんですか？」こんな調子で、つい質問につられてあやうく、答を言ってし

まいそうになることもありました。また、消しゴムや鉛筆をちょくちょく落として、「すみま

せん。落としてしまいました」の依頼ごとも多かったですね。 

 朝の学活でも、担任の先生が、テストの受け方について丁寧に指導していました。

落ち着いて試験に臨んでくださいね。明日は、英語、数学、学活になります。テスト終

了後、専門委・選挙管理委、応援団の練習があります。 

 今年度は、テスト最終日は、生徒の健康を考え、部活動休養日にしています（ただ

し、大会等が直近にある場合は、この限りではありません）。 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 15日（金）  

中間試験２日目 

  

 今日は中間試験の２日目。昨日下校指導で通学路に立っている前を試験を終えた

生徒たちが次々と帰っていきました。初めて定期試験の臨んだ１年生のみなさん、ど

うでしたでしょうか。今日は英語と数学が予定され、たった今英語が始まったところで

す。１年生のあるクラスの黒板に、『最後まで、あきらめるな～』というメッセージが書

かれていました。このクラスの黒板には、担任からの温かいメッセージ（時には、厳し

いメッセージもあったかな？）が書かれています。 

 今日の放課後から、応援団の練習が始まります。来週はいよいよ火曜日から４日

間、色別集会が予定されています。 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 15日（金）  

応援練習再開！ ～本日の学校日記 Part２～ 

   

 今日から再開した応援練習。放課後、それぞれが練習している教室をのぞいてみる

と、そこには一生懸命に応援練習する生徒たち。当初は恥ずかしそうにやっていた１

年生も、今日は先輩たちと一体化し、１年生がどこにいるのか探すような感じでした。

各色の特徴が出された応援練習は、今年も楽しみです。教室から廊下に出ると、あま

りにも温度が違い、改めて生徒たちの熱気はすごいなあと思いました。 

◆◆道路工事のお知らせ◆◆ 

 各教室に掲示し、生徒たちに周知してありますが、北階段を下りて、中川保育園～

南山田自治会館の道路工事が行われます。期間は、６月２０日（水）～７月５日（木）、

９：００～１７：００。原則、日曜日は工事はお休みになります。付近を通行される時に

は、十分にお気をつけてください。  

 学校長 栗原 公明 

  



6月 18日（月）  

☀☀☀２３日（土）は体育祭☀☀☀ 

  

 今週の土曜日は、本校の第７２回体育祭が予定されています。週間予報によると心

配な空模様です。３年生の昇降口には、「体育祭まであと６日」の表示と『はりきってい

こう！！』というメッセージが添えられています。私も校長室入口に飾ったてるてる坊

主さんに、『体育祭☀晴れますように！』というお願いをしたところです。私のブログも

☀☀☀マークをふんだんに取り入れ、てるてる坊主さんにもお願いをし、週末が晴れ

るように、なりふり構わず頑張ります！ 

  

 正門近くには、きれいなお花がプランターに植えられています。９組のみなさんと技

術員さんに植えてもらいました。今週末の体育祭では、きれいなお花が皆様方をお迎

えします。 

 出勤後、大阪で大きな地震が起きたことを知りました。尊い命が失われたという悲し

いニュースも流れていました。お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し

上げます。 

 学校長 栗原 公明 



6月 19日（火）  

美術部作成『Pay Forward』の啓発ポスター 

  

 昨日美術部１年生部員が、昨年度の人権週間から継続している『Pay Forward』の

啓発に向けたポスターを制作しましたと、校長室を訪ねてきました。とても温かな感じ

のポスターとさわやかな感じのポスター２枚が贈られました。さっそく、１年生と３年生

の昇降口に、美術部の皆さんと一緒に掲示しました。 

 自分がうれしかったこと、感謝したいことなどを他の人にも同じように行いましょう、

いいなあと思ったことを広めていきましょう、とするこの『Pay Forward』運動を中川中

の特色ある教育活動の一つとして大切にし、そして、この運動も『いじめゼロ』につな

げる取り組みの一つにしたいと思います。 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 19日（火）  

☀本日 Part2 ☀色別集会が始まりました☀☀ 

  

  

 今日の６校時の総合の時間は、体育祭の応援に向けた色別集会。これまで、応援

団が放課後練習をしてきましたが、全校生徒が３色に分かれ、約２３０人の集団で応

援練習を行うのは今回が初めてです。３年生の応援団を中心に、生徒たちが色別集

会を仕切っています。最初なので、なかなか思うように集団が動かない場面もあり、

声掛けや指示出しを工夫して頑張っていました。 

 写真は、右上が上グランドの『赤色』、左下が体育館の『青色』、右下が下グランドの

『黄色』の練習のようすです。それから、体育祭までのカウントダウンですが、昨日

は、めくる前に撮影したため、今日いきなり、『あと４日』（今日は Coming Soon!!のメッ

セージが添えられていました）になってしまい、ごめんなさい。明日も色別集会が続き

ます。 

 学校長 栗原 公明 

 



6月 20日（水）  

☀☀体育祭予行は明日に変更となりました☀☀ 

  

 体育祭まであと 3日。『あと少し～！気合いだぞ！』のメッセージが添えられていま

す。今日の中川の時間では、昨日初めて行われた色別集会の反省を生かし、各クラ

スでは、応援団のみなさんが改善点を伝え、確認しあっていました。写真は 1年生の

クラスのようすです。応援団の皆さんが、クラスの仲間にしっかりと伝えていました。 

 体育祭予行は明日に変更しましたが、天候やグランドコンディションにより、さらに変

更することもあります。生徒のみなさんは、授業もできるように両方の用意をしてくださ

い。 

英文書道部による体育祭ポスター 

   

   

 校内に掲示されている体育祭に関係するカウントダウン、スローガンの掲示物をこ

れまでご紹介してきましたが、英文書道部によるポスターも掲示されていますので、ご

紹介します。 



6月 20日（水）  

☀☀☀本日 Part2☀2年学年懇親会☀☀☀ 

  

 放課後、体育館において、2年学年懇親会を行いました。梅雨空の足元の悪い中、

ご来校いただきありがとうございました。学年主任からご挨拶させていただいたあと、

自然教室担当者からの報告、そして自然教室スライドショーと進みました。スライドシ

ョーは、2年職員が 6000枚の写真から 15分の映像に仕上げました。1枚編集する

のにかかる時間を考えると、私にとっては気の遠くなるようなめまいがするような数字

になりそうです。スライドショーの後は、クラスごとの懇談になりました。 

 職員が制作した力作は、子どもたちのすてきな表情とあいまって、15分があっという

間でした。青空と新緑、そして澄んだ空気、いろいろな体験活動をした自然教室でし

たね。 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 21日（木）  

☀☀☀体育祭予行 再び延期☀☀☀ 

  

  

 体育祭まであと 2日。『もうすぐ！！』のメッセージが添えられています。しかしなが

ら、連日の雨により、水はけがよい本校のグランドも限界に近いみたいで、なかなか

校庭の水がひきません。今日も体育祭予行は、明日に延期になりました。生徒たち

は、今日こそと思って登校してきているのに残念です。 

 始業前には、各色の応援団がエール交換の練習をしていました。最初はちょっと照

れながらでしたが、だんだんと調子が出てきました。応援団の熱い気持ちで、水溜り

が蒸発しないかなあ。 

 今日も中川の時間に、応援団が中心となって、応援練習の反省を生かした改善点

を説明していました。日を追うごとに完成度が高くなってきています。楽しみですね。 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 21日（水）  

☀学校日記 Part2☀第 3回色別集会のようす☀ 

  

 

 午後の色別集会の速報です。今日で３回目の色別集会。大部完成形に近づいてき

たようです。中川の時間に行われている応援練習の反省と改善が生かされていま

す。写真は左上が青組、右上が赤組、左下が黄組です。 

 明日は１～３校時が体育祭予行、４校時が色別練習最終になります。午後は体育

祭の準備になるので、係生徒以外はお弁当はありません。なお、考えたくはありませ

んが、もしも雨が降った場合は、総合・総合・学活になり、応援練習や校外学習の事

後学習などの活動の時間になります。 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 22日（金）  

本日体育祭予行行います 

  

 朝から強い日差しです。今日は予定通り、体育祭予行を行います。 

 学校長 栗原 公明 

6月 22日（金）  

☀Part2☀体育祭予行無事終了しました☀ 

  



  

  

 今日は日差しが強く暑さが厳しいので、開閉会式のリハーサルは行わず、競技も入

退場のみとしました。途中、水分補給の呼びかけをこまめに入れながら、予定通り終

えることができました。色別競技の「大縄跳び」と「色別対抗リレー」は実際に行いまし

た。大縄跳びは、今年からの種目で、練習段階ではグランドコンディションが悪く体育

館での練習が続き、あまり跳べていなかったので心配でしたが、その心配はなさそう

です。声を出しあい、跳んでいるうちに調子が出てきて、結構な回数を連続して跳ん

でいました。 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 22日（金）  

☀☀Part3☀☀午後の準備☀☀ 

  

  

 午後になると体育祭の準備が始まりました。グランドでは、部活動や委員会の生徒

たちが、グランドの整備をはじめ、体育祭にかかわる準備をてきぱきとこなし、短時間

で準備を終えることができました。写真右上は、グランンドでていねいに小石を拾って

いる生徒たちです。また、体育祭の準備とあわせて、応援団の生徒たちが３階教室で

練習する声が校長室まで聞こえてきました。現在（14:50）は各色の応援団がグランド

で、エール交換の練習をしています。 

 写真左上は、美術部制作の各色応援団旗が完成し、準備をしているところです。今

年も大作ができあがり、ご披露は明日のホームページで！お楽しみに！ 

  

 

 



◆明日の動き◆ 

 明日は天候が心配です。今日の分を明日にとっておいて欲しいくらいです。 

 そこで、当初予定されているプログラムの内容や時間に変更があるかもしれませ

ん。天候により、開始時間が早まること、競技の順番を入れ替えること、実施しない競

技もありうることなど、当日の状況により、プログラム・進行の変更をさせていただきま

す。みなさまのご理解とご協力よろしくお願いいたします。 

 ※明日が雨ならば、月曜日の授業を行います。お弁当はありますが、はらの弁当や

ハマ弁はありませんので、ご注意お願いします。 

 栗原 公明 

  



6月 23日（土）  

☀☀本日、体育祭を行います☀☀ 

 第 72回体育祭を行います。本日は天候が心配です。次のように、プログラムの順

番変更やカット、競技時間や午後の開始時間の繰り上げなど、様々な対応をいたしま

す。ご来場の皆さま方には、十分ご注意いただき、ご理解とご協力よろしくお願いいた

します。 

 美術部が制作した応援団旗を紹介します。左上から、青組、赤組、黄組になります。 

 

 



 

 本日は途中で雨が予想されるため、プログラムを次のように変更いたします。 

・部活動リレーは行いません。 

・応援合戦は、午前中に行います（部活動リレーのプログラムのところで実施） 

・午後のプログラムは、 

 色別大繩→色別リレー→3年学年種目→2年学年種目→1年学年種目になります 

 ※学年種目は、天候によっては実施しません。 

・閉祭式は天候によっては、体育館で行います。この場合は、スペースの関係で保護

者の皆様は入ることはできません。場合によっては、閉祭式を後日行います。 

・生徒のみなさんは、必ずタオルを持参してください。 

・天候が急変することに備え、折り畳み傘、もしくは雨具を用意してください。生徒の皆

さんは、折り畳み傘、雨具は、椅子の下に置いてください。 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 23日（土）  

☀変更した体育祭プログラム☀ 

 

 学校長 栗原 公明 

 

  



6月 23日（土） 体育祭の予定について 

 本日は体育祭にご来校いただき、ありがとうございました。天候が心配でしたが、残

念ながら予報通りになってしまい、昼前から降り出してしまいました。生徒の健康面・

安全面、プログラムの実施など、いろいろと考えた結果、本日は午前中でいったん打

ち切り、来週 26日（火）の午後に後半のプログラムを実施します。詳細は、次のとお

りになります 

◆午前中は、3時間授業を行います。 

 授業番号【３２・３３・３４】 

◆昼 食 11:50～12:10 

◆昼休み 12:10～12:50 

◆体育祭 13:00～ 

《26日体育祭プログラム》  

 ○部活動リレー 

 ○色別大縄跳び 

 ○1年学年種目 

 ○2年学年種目 

 ○3年学年種目 

 ○色別リレー 

 ○閉祭式 

※１ 体育祭終了後の諸活動はありません（ただし、大会等が予定されている部活

は、特別残留となります） 

※２ 26日（火）が雨の場合、火１～６校時（授業番号３２・３３・３４・３５・３６・３７） 

   この場合は、順延になります。詳細は、その都度お知らせいたします。 



 《今日の一コマ》 

  

 左の写真は、開祭式前の各色の応援団の練習。手前にあるトロフィーは、「応援 

優勝」のトロフィー。果たして何色が手にするのでしょうか。 

 応援合戦の最中は、生徒たちの迫力に圧倒されて、撮影するのを忘れてしまうほど

でした。そこで、昨日の色別集会の時に撮影した写真を掲載しますので、ご覧くださ

い。 

《赤色応援団》 

   

《青色応援団》 

   

《黄色応援団》 

   

 学校長 栗原 公明 



6月 26日（火）  

体育祭第 2部 予定通り実施します 

  

 体育祭が午前中で中断しましたので、本日午後の部を午後 1時より予定通り実施

いたします。美術部の生徒たちが、始業前に応援団旗を再び取り付けています。ま

た、職員が早朝より出勤して、テントをセッティングしました。感謝の気持ちでいっぱい

です。 本日の予定は、次のようになります。 

◆体育祭 13:00～ 

《プログラム》  

 ○部活動リレー 

 ○色別大縄跳び 

 ○1年学年種目 

 ○2年学年種目 

 ○3年学年種目 

 ○色別リレー 

 ○閉祭式 

※体育祭終了後の諸活動はありません（ただし、大会等が予定されている部活は、

特別残留となります） 



6月 26日（火）  

今年も３冠ならず！ 

  

 ２３日（土）の体育祭が雨のため、午前中で中断となり、本日午後の部を開催しまし

た。今日は真夏日の体育祭となりましたが、生徒たちは最後まで全力で競技に取り組

み、仲間たちに熱い声援を送りました。 

 体育祭第２部は、まずは準備運動から始まりました。３つのトロフィーの向こうには、

準備運動をする生徒たちがいます。雨のため、分断された体育祭となりましたが、学

年種目をはじめ、全種目を行うことができました。 

 結果は次のとおりです。 

 ◆競技部門  優勝 赤組 

 ◆色別部門  優勝 青組 

 ◆応援部門  優勝 青組 

  

 写真は、競技部門の得点板を確認し、優勝し

た赤組生徒たち。 

  



 競技は部活動リレーからスタートし、今年初めて導入した「色別大繩」。練習の成果

を発揮し、後半に調子をあげてきました。結果は、１位が赤組、２位が青組、３位が黄

組でした。 

   

 大繩の後は、学年種目。１年生は、『おくって GO!GO!』という種目で、バランスボー

ルをクラス全員で送る種目です。２年生は、『綱取り』。最後の３年生は、『騎馬戦』と

学年種目が続きました。 

  

   

   

 最後の種目は、『色別リレー』 応援団が中心となった色ごとの応援が最高潮になり

ました。 



 左の写真は、最後の種目「色別リレー」の一コ

マです。 

 本日もたくさんの保護者の皆様にご来校いた

だき、生徒たちに熱い声援を送っていただき、

ありがとうございました。 

 また、体育祭が２日間になり、PTA本部役員

や委員の皆様には、大変なご苦労をおかけす

ることになり、心より感謝申しあげます。 

 第７２回体育祭がこのように盛大に終わりましたこと、厚くお礼申しあげます。  

 学校長 栗原 公明 

  



6月 27日（水）  

生徒朝会 ～部活動壮行会～ 

 本日の生徒朝会は、運動部は夏の大会に向けて、文化部は夏のコンクールや文化

祭に向けて、部の代表が抱負を熱く語りました。写真では部活動の違いが分かりづら

いかもしれませんが、発表順に掲載します。生徒たちの大会やコンクール、これから

の活動への熱い思いを写真では十分に伝えきれないところが、とても残念です。 

       頑張れなか中！ 

   

  写真部        科学部      英文書道部 

   

  美術部        茶道部       吹奏楽部 

   

  演劇部        ESS部     女子バレーボール部 



   

男子バレーボール部   バドミントン部      剣道部 

   

男子バスケットボール部 女子バスケットボール部  陸上部 

  

 サッカー部       野球部 

 学校長 栗原 公明 

  



6月 28日（木）  

応援団のみなさま、お疲れ様でした 

  

 昼休みに応援団の生徒たちが体育館に集まりました。体育祭実行委員会の担当職

員が、体育祭まで熱心に取り組み、クラスや学年の仲間をリードしてきた応援団の生

徒たちの労をねぎらい、感謝の気持ちを伝え、応援団が解散しました。応援団のみな

さん、本当にありがとうございました。 

 担当職員の話を紹介します。「体育祭を２部に分けて実施することになった今回、結

果的に皆が笑顔で終えることができたのは、応援団の活躍があったこそだと思ってい

ます。放送トラブルの合間も、団長を中心に応援団が声をかけてくれたことで、各色

が一体となり、素晴らしい応援合戦になりました。応援団の活動は残念ながらこれで

終わりましたが、これからもこの活動で学んできたことを活かし、クラスの中心となっ

て活躍して欲しいと思っています。応援団の皆さん、本当にありがとうございました」 

 栗原 公明 

  



6月 29日（金）  

応援団長・色責の皆さんと昼食 

  

 先日の体育祭で大活躍した応援団長さんと色責の皆さんと一緒に、校長室で昼食

会を行いました。皆さんのおかげで体育祭が大成功となり、感謝の気持ちでいっぱい

です。応援合戦をはじめ、競技中の応援など、リーダーシップを発揮し、学年の仲間、

そして下級生をまとめてもらいました。昼食時も持ち前の明るさとさわやかさで、楽し

いひと時を過ごすことができました。来年もこの先輩たちの雄姿を見てきた後輩たち

が、しっかりと伝統を受け継いでいくことと思います。 

 学校長 栗原 公明 

 

  



6月 29日（金）  

本日 Part2 生徒総会が行われました 

  

 今日の午後は、生徒総会が行われました。梅雨明けとなり、体育館の中はものすご

く暑くなりましたが、生徒たちは、代表生徒の提案をしっかりと聞き、真剣に討議に参

加していました。今年の生徒会のスローガンは。『現状打破～今までにない中川中へ

～』です。今までの活動を踏まえつつ、新しいことに積極的に取り組むことのできる学

校をつくっていこうという意味が込められています。昨年、創立７０周年式典で、生徒

の皆さんにお話をした『不易と流行』につながるところがありますね。 

  学校長 栗原 公明 

  



6月 29日（金）  

本日 Part3 ９組の読み聞かせ 

 

 毎週金曜日に来校され、９組のみなさんに読み聞かせをしていただいている「おは

なしの宿」の方々については、ホームページでもご紹介したところですが、今日はその

読み聞かせの日。９組の教室に入ると、子どもたちは私が入ったのが気づかないくら

い、真剣にお話を聞いていました。 

   

 今日は梅雨明け宣言が出され、６月中に梅雨が明けてしまいました。これから、夏

休みまでの３週間、暑さに負けずに頑張っていきましょう。さて、職員室でブログを書

いていたところ、修学旅行の体験学習（私は漆器加飾体験）で作った作品を一緒に活

動した３年１組の生徒が届けにきてくれました。生徒の作品と担任の先生の作品をご

紹介しましょう。小さな写真でごめんなさい。私の作品はというと････秘密です。 

 学校長 栗原 公明 

 



 


