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「夏の味わい」 

校 長 安藤 位彦 

 この１学期もあと数日、いよいよ夏休みです。この夏休みに入る前、三者面談で担任の先生か

らいろいろな話があったと思います。そのことを念頭に置き「楽しい夏休みにしましょう！」と

はいうものの、この 7月は梅雨寒の日が多くまだ本格的な夏にはなっておりません。作物のため

には「ほどほどに雨が降り、夏はカッと暑くならないと良いみのりにはならない」と言われてい

ますが、現代は、温度や湿度が管理されて、一年中同じ野菜や果物がお店に並び、どの作物が「旬

（しゅん）」であるのか見ただけではすぐにわからないです。菜園や畑

を持ち、季節に応じた作物の知識を知らず知らず身近に得られるとい

うのは、街で暮らす私たちにとっては、随分ぜいたくなことといえるほ

どです。 

また、昨今の住宅事情のためか、小さな子どもが花火で遊んだことがな

い、花火の持ち方を知らないとテレビで伝えていました。季節を感じる

行事が、そういえば、という感じでなくなっていっているのでしょうね。 

「温度や湿度の管理された…」は作物だけでなく、私たち人間の暮らしもそうだなあと。窓を閉

め切り、近所の物音がすべて騒音とみなされる自分たちの生活に、昔の日本の夏の良さというの

が失われていく気がします。家の中のたたずまいを見ても、一年中ほとんど変わらない家具や造

作に、我が家ながら味気なさを感じてしまいます。 

さて『朝飯前』という言葉があります。「簡単なこと」「お安い御用です」という意味合いで使

われます。実は、昔の人にとっては朝ごはんの前に近所を掃除したり、お年寄

りの家庭に声をかけたり、困ったことが起きていないか、できることをすると

いう習わしがあったそうです。そして朝ごはんを食べたら、自分のため、暮ら

しのために働き、働いたらまた人のため、町のために気づかいをする。たとえ

ば、夏は道に水をまいたりしてみんなが気持ちよく過ごせるようにしたり、

「ちょっとした」手伝いなどして明日の準備をしたということです。こうやっ

て、自分のために使う時間と、他の人や家族のために使う時間を分けて考え、よい一日を過ごし

たそうで、そんな意味合いもあったのだと知りました。 

皆さんもふだんは忙しいですが、この長い夏休みには、『朝飯前』にできることや、他の人のため

にできることはないか、考えてみてはどうでしょうか。夏から秋にかけて、地域から中学生のボ
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◇育てたい生徒像◇  

【知】自ら考え行動し、意欲的に学び続ける生徒  

【徳】ルールやマナーを守り、人を思いやる優しい生徒  

【体】心身をきたえ、たくましく生きる生徒  

【公】役割を自ら求め、地域や社会に貢献する生徒  

【開】共生・多様性を尊重し、未来を創る生徒 

 

中川中スクールキャラクター 
「みどりん」 



ランティア募集もあります。自分の世界を広げる一助になるかもしれません。夏ならではの過ご

し方を計画し、楽しむ上に、周りや家族から感謝されるのならそれは素晴らしい夏の過ごし方で

す。 

夏ならではの季節を楽しみ味わいながら、皆さんの夏の報告を楽しみにしています。 

 

 

 

このコンテストは、子ども達が考えている日本の平和や国際平和

について、自分の考えや自分ができることを言葉で表現し、平和に

対する意識を高め、実践する態度を養うことを目的とした「横浜こ

ども国際平和プログラム」の一つです。本校からは３年生の加藤瑠

里子さんが「I HAVE A DREAM」というテーマで出場しまし

た。内容は児童迫害について述べられているもので、素晴らしいも

のでした。以下に、要約した原稿を載せましたのでご覧ください。 

I HAVE A DREAM（要約） 

I have a dream 私には夢があります。将来人々を笑顔にする仕事に就くという夢です。皆さんにはどんな夢があ

りますか。他愛もない質問ですが、世界には夢を持つことのできない少女たちがいます。その原因の一つは児童婚で

す。ユニセフでは１８歳未満の少女が結婚することを「児童婚」と定義しています。世界の様々な国では自分の意志

に関係なく結婚を強いられている少女たちがいます。そこには宗教的な伝統、貧困、安全に対する意識の欠如など様々

なものがあります。私たちが当たり前のように学校へ行き、教育を受け、将来の夢を持つ。そんなことさえ当たり前

ではないのです。私はこのようなことが今でも起こっていると知ってショックを受けました。自分の意見が尊重され

ない世界があることに愕然としました。 

 ユニセフは２０３０年までに児童婚をなくすことを目標としていますが、なくすためには今の１２倍の速度で進め

てもあと１０年かかります。では私に何ができるのでしょうか。私にできることはこの世界のどこかで児童婚が行わ

れ、苦しんでいる少女たちがいる事実を SNS などで発信し、多くの人々に知ってもらう事です。その活動により法

律が変わり支援の輪が広がったりと変化が起こるのではないかと思います。この小さな一歩が大きな成果をいつか生

むと信じています。そして私は必ず世界中の誰もが I have a dream と笑顔で言える世界に変えていきます。 

 

 

 

7 月 2 日（火） 地域の方々・保護者・生徒で懇談会を開きました。テ

ーマは「中川中学校区 自分の身を守る交通ルール」というものでした

が、日頃の自転車の乗り方から、歩行者の気持ちに至るところまで多岐

にわたる話し合いをもちました。また、日頃地域における中学生の行動

などいろいろな話を聞くことができました。 

 

 

 

７月４日（木）５，６校時に３年生、１～３年保護者対象とした進路学習会を行いました。 

今年度は、公立高校は県立神奈川総合高等学校、県立岸根高等学校、

私立高校は麻布大学附属高等学校、横浜清風高等学校の４校の先生

を招き、それぞれの高等学校の特色の話を聞きました。 

学校の学習への取組や、学校行事、施設面、部活動に関する特色な

どをパンフレットやパワーポイントを用いてわかりやすく説明し

てくださいました。 

説明後、生徒からの質問にも丁寧に答えていただき、各校の特色

が理解できました。 

進路学習会が行われました 

地区懇談会



神奈川県や東京都にはたくさんの高校があり、それぞれの特色があります。まだ、進学したい

高校が決まっていない人は、今回の説明会やこれから行われる夏休み以降の説明会などに積極的

に参加し、自分に合った高等学校を見つけてほしいと思います。これからの自分の可能性を広げ

るためにも、学校での学習を充実させることが重要です。 

 

 

 

 

7 月 5 日（金）５・６校時を使い生徒総会を行いました。これから１年間の

生徒会活動の方向性を生徒全員で考え、議案書の採決をしました。当日

質問に立ったのは全部で１０本ありましたが、それ以前に質問があり解決

したものを含めると５８本あります。生徒会に対する意識が高いことがわか

ります。過ごしやすく楽しい中学校生活を送るためにみんなの意識の高さ

が感じられました。また、議長を含め役員の皆さんご苦労様でした。 

 

 

【９月行事予定】スクールカウンセラー来校日  ３日・１０日・１７日・２６日 

今回 9月 19日に中間テストを行いますが、実施教科数等を考え、諸活動なしを前日 1日といたしました。 

皆さん計画的に学習をしましょう。 

 

 

部活動名 大会・コンクール等 

バドミントン部 

６月２９日（土）市総体女子団体戦ベスト３２ 

７月 ６日（土）市総体男子団体ベスト１６ 

７月１４日（日）市総体男子団体ベスト１６以上決定戦 

野球部 
７月１３日（土）市総体２回戦 対都田中学校 ７－２ 〇 

７月１５日（月）市総体３回戦 対大綱中学校 １－３ × 

日 曜 行事予定 日 曜 行事予定 

１ 日  １６ 月  

２ 月 教育相談 １７ 火  

３ 火  １８ 水 諸活動なし 

４ 水 G-Day（美化） １９ 木 2 学期中間テスト（数学 1～3 年、社会 3 年） 

５ 木 後期教育実習（5 日～27 日） ２０ 金 学校保健委員会１５：００ 

６ 金 区個別合同遠足、PTA 運営委員会１５：00 ２１ 土  

７ 土  ２２ 日  

８ 日  ２３ 月  

９ 月  ２４ 火  

１０ 火  2 年職場体験 ２５ 水 G-Day（学級） 

１１ 水 G-Day（図書） ２６ 木  

１２ 木 1，2 年進路説明会、柔道着販売１４：３０ ２７ 金 生徒会本部役員選挙 

１３ 金  ２８ 土  

１４ 土  ２９ 日  

１５ 日  ３０ 月  



男子バスケットボール部 
７月 ６日（土）市総体１回戦 対都岡中学校 ６７－５４ 〇 

         市総体２回戦 対舞岡中学校  ４７－６３ × 

女子バスケットボール部 

７月 ７日（日）市総体 1回戦 対城郷中学校  ９６－２４ 〇 

         市総体２回戦 対小山台中学校 ７７－３３ ○ 

７月１３日（土）市総体３回戦 対中川西中学校 ３７対５３ × 

剣道部 

７月 ７日（日）神奈川県中学校選抜剣道大会個人戦出場（大和スポー

ツセンター）２年 岡田奈々 さん 

７月１５日（月）市大会団体戦  

サッカー部 

７月 ６日（土）市総体３回戦 対日限山中学校 ４－０○ 

７月 ７日（日）市総体４回戦 対飯島中学校  ２－０○ 

７月１４日（日）市総体５回線 対戸塚中学校  ２－２(5 PK 4)○ 

        県総体出場決定 

美術部 7 月１１日（水）～１６日（火）体育祭応援旗展示 都筑区役所 

 

❆部活動今後の予定❆ 
部活動名 大会・コンクール等 

野球部 
８月１０日（土）横浜杯予選（会場：港南中） 

８月２４日（土）区大会予選（会場：中川中） 

男子バレーボール部 

７月２１日（日）市総体１日目（会場：中川中）  

７月２３日（火）市総体２日目（会場：早渕中） 

７月２９日（月）県総体１日目（会場：秦野市内 中） 

７月３０日（火）県総体２日目（会場：平塚総合体育館） 

女子バレーボール部 

７月２１日（日）市総体２日目 

７月２３日（火）市総体３日目 

７月２８日（日）県総体１日目 

バドミントン部 

７月２０日（日）市総体男子個人戦（平沼記念体育館） 

８月 ２日（金）全日本ジュニア大会横浜市予選会（女子） 

８月 ５日（月）全日本ジュニア大会横浜市予選会（男子） 

 

陸上部 

７月２０日（土）緑区・青葉区合同区民大会 

７月２８日（日）港南区民大会 

８月 ４日（日）横浜市総合体育大会 陸上競技の部 都筑区予選会 

剣道部 ７月２１日（日）市総体個人戦 

 

サッカー部 

７月２０日（土）市総体準々決勝 対万騎が原中学校 9:20  Kick Off

（玄海田公園） 

７月２３日（火）市総体準決勝 10:00 Kick Off（三ッ沢球技場） 

吹奏楽部 

７月２８日（日）横浜吹奏楽コンクール 神奈川県民ホール 

８月 ３日（土）牛久保東町内会夏祭り 

８月２３日（金）都筑区音楽会 

演劇部 ７月２５日（木）横浜市中学校演劇発表会 青葉公会堂 15:20～16:10 

美術部 ７月３１日（水）～８月５日（月） 横浜市立中学校美術部展 

写真部 ８月６・７日 都筑区公会堂にて展示会 

茶道部 ７月２０日（土）お茶会 9:00～ 

この夏休みまだまだ公式戦や発表会が続きます。頑張ってください。また、新体制になった部活動は、

今度は来年に向けて頑張ろう！！ 


