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自分を高める秋に 

安藤 位彦 

 ２学期が始まって一か月がたちました。校内では、授業や部活動に落ち着いて取り組むみなさん

の姿が見られ安心しています。季節的にも過ごしやすいこの時期に、自分自身の目標を再確認し、

その実現に向けて積極的に行動してほしいですね。 

 そこで、有意義な生活を送るために、私たちが毎日やっている行動を四つの種類に分類して見直

そうという考え方があります。その四つの種類とは 

①「緊急で重要なこと」        ②「緊急ではないけど重要なこと」 

③「緊急だけど重要ではないこと」   ④「緊急でも重要でもないこと」の四つです。 

①の「緊急で重要なこと」にはどんなことが考えられますか。たとえば、「急に歯が痛くなったり、

ケガをしたりして病院に行くこと」が考えられます。②の「緊急では

ないけど、重要なこと」というのは、「毎日やると決めたトレーニング」

「国語力を高めるためにやっている読書」②の中に入るのは、期限や

締め切りがない、あってもずっと先の話なので緊急ではないけど、自

分が大切だと思っていることが入ります。③の「緊急だけど重要では

ないこと」というのは、「友だちから来た何でもないメールに返事を打

つこと」どうでもいいようなメールだけど、今返事を書いておかない

と、あとあと面倒なことになるからという気持ちで書くメールがそうです。④の「緊急でも重要でも

ないこと」にはどんなことがあるでしょうか。「だらだらと意味もなく漫画を読んだり、ゲームをする

こと」などが考えられます。 

あなたは、普段の自分の行動を振り返ってみて、上の四つに分類された行動の中で、どの部分の行

動が多いですか。 

実は、②の「緊急ではないけど、重要なこと」が多い人ほど生活が充実しているといわれています。

②の行動は、人から強制されたものではなく、自分が大切だと考えてやるこ

とが多いのではないでしょうか。つまり自律的な行動といえます。私もそう

ですが、①の「緊急で重要なこと」にもっとも時間を取られる人が多いので

すね。①が多い人は、生活そのものは忙しくて充実していると思うかもしれ

ないが、月日がたつと、自分に身についたものがあまりないと感じます。③

が多い人は、どっちかというと周りに振り回されやすい人ではないでしょう

か。④に入る行動は、一言でいって「暇つぶし」と表現できるでしょう。④
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《学校教育目標》 

信頼と共感 ～夢をもって挑戦し続ける生徒たち～ 

◇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」 



の行動を全部取り除くのは無理ですが、でも少なくしたいものですね。！！！！！ 

１０月には、文化祭で合唱コンクールが行われます。クラスのみ

んなが一つになって取り組むことが重要ですが、そう簡単なことで

はありません。各自が一生懸命になればなるほど、いろいろな葛藤

がクラスの中で生まれます。それを一つひとつ解決することが、こ

れからの社会を生きていくうえで大切な経験になると思います。人

間は一人では生きていくことはできません。他とのかかわり方をぜ

ひ学んでいきましょう。 

 いずれにせよ自己を高めるため前向きな気持ちで、学習に、部活

動に、行事に打ち込む秋にしてください。 

 

 

本年度は国語・数学に加え新たに英語が調査科目に加わり全３教科で実施されました。本校の調

査結果は、県や全国の正答率と比較してみると、高いレベルの学力であると言えます。すべての項

目において平均値を上回っています。特に数学・英語に関する学力に関してはその特長は顕著で

す。詳しくは、学校のホームページ９月１２日の更新情報にチャートなどを載せて解説をしてあり

ますので、ご覧ください。 

 

 

 

 

９月１０、１１日の２日間、２学年は職場体験を実施いたしました。前日が台風１５号による

休校となったため、直前の打ち合わせが不十分になってしまい

心配しましたが、大きなトラブルもなく無事終えることができ

ました。 

各事業所では慣れない経験に戸惑う場面もあったようです

が、職員が見回った頃には、スーパーでは本当の店員のように

仕事をしていたり、介護施設では慣れた様子で利用者の方と接

していたりと、普段の学校生活では見られない姿を垣間見るこ

とができました。 

体験後の生徒からは「楽しかったー」「（幼稚園の）子どもが可愛かったー」という声がある一

方で「一日中立ち仕事で疲れた」「単調な作業をずっと続けるのが辛かった」など仕事の大変さ

に直面した素直な感想も聞かれました。 

事業所からは「熱心に仕事をしてくれた」「利用者の方も喜

んでくれた」という声を多くいただき、得難い経験をさせて

いただいたのだと思っております。しかし、それが全てでは

なく、「もう少し積極的に（園児たちに）声をかけて欲しかっ

た」などというお言葉もいただきました。多くの生徒が「思

っていたのとは違う」環境の中、その場で判断し、どのよう

に取り組んでいくのか、まだ課題は残されていると感じてい

ます。しかし、今回の体験が自分の特性を知ることや、将来

のキャリア形成に役立つことと思います。 

充実した２日間になったのは、各事業所の皆様のおかげです。お忙しい中、協力していただい

た事業所の皆様に改めて御礼申し上げます。          （２年学年主任 松尾 浩恵） 



クラス合唱曲紹介！ 

 

１０月２４日（木）・２５日（金）に、文化祭を開催します。９月になるとともに合唱練習が始まり

ました。２・３年生は、これまでの経験を生かし、初日から教室や廊下にパートごとのグループがで

き、主体的な練習風景が見られました。また、初めて取り組む１年生も歌がうまくて、どの学年、ク

ラスも楽しみです。 

 

 

 

【１０月２４日】 

 1 年 2 年 3 年 

1組 僕らの奇跡 明日へ ２０億光年の孤独 

2組 涙をこえて 時の旅人 ヒカリ 

3組 Ｓｔｏｒｙ Ｓｔｏｒｙ 言葉にすれば 

4組 大切なもの 青葉の歌 青い鳥 

5組 心の瞳 友～旅立ちの時 証 

6組 怪獣のバラード  信じる 

7組  いつも何度でも（有志の生徒も一緒に歌います） 

《１年合唱 カリブ 夢の旅 9:25～ 2年合唱 時を越えて 10:30～ 3年合唱 歌え 歌え‼12:50～》 

◆ステージ発表《１０月２５日》 

 

 

◆展示発表 

 《１０月２４日 保護者のみ 午前中（10:00～）・昼休み（12:05～12:25）》 

 《１０月２５日 保護者：午前中(10:00～11:40) 生徒：昼休み（12:20～12:40）》 

   ※生徒のみの見学日を別途設定。 

  

【協力事業所一覧】 天一書房 綱島店、(株)セリア センター南モール店、(株)セリア モザイクモール港北店、

(株)カメガヤフィットケアデポ ノースポートモール店、セブンイレブン横浜大棚町店、ホームセンターコーナン 港

北ニュータウン店、スポーツオーソリティ港北センター南店、スポーツオーソリティー港北ニュータウン店、島村楽

器 モザイクモール港北店、オーケーストア北山田店、ヨネヤマプランテイションペットエコ横浜 都筑店、ユニクロ

港北ノースポート・モール店、ユニクロ港北東急店、(株)いなげや横浜綱島店、ローソン＋スリーエフ 都筑大棚店、

エスポット新横浜店、オーケーストア港北店、ニトリ 港北ニュータウン店、ネッツトヨタ神奈川 ウエインズセンタ

ー北店、現金屋、サイクルベース あさひセンター南店、サッカーショップ ＫＡＭＯ、JA横浜「ハマっ子」都筑中川

支店、ひげのパン屋 北のぱん焼小屋、株式会社新横浜ラーメン博物館、アジョワン、株式会社スリーハイ、(株)MEGA 

SYSTEM、株式会社栄港建設、東急スイミングスクール あざみ野、ＰＯＰ ＩＮ、つづき地域活動ホーム くさぶえ、

社会福祉法人 若竹大寿会横浜市中川地域ケアプラザ、都筑ハートフルステーション、社会福祉法人 そまやまの里、

グループホーム ふぁいと南山田、ニチイケアセンター横浜南山田、介護老人施設 ヴィラ都筑、ピッコリーノ学園、

中川保育園、ピッコリーノ保育園、都筑区子育て支援センター ポポラ、学校法人 栗原学園 やまた幼稚園、勝田保

育園、やまた保育園、アスクセンター北保育園、中川小桜愛児園、すくすく保育園、横浜市茅ヶ崎保育園、ゆうゆう

のもり幼保園、学校法人渡辺学園港北幼稚園、すぎの森幼稚園、北山田小学校放課後キッズクラブ、横浜市立南山田

小学校、横浜市立中川小学校、横浜市立牛久保小学校、横浜市都筑図書館、神奈川県立武道館、横浜市スポーツ医科

学センター、都筑区役所 総務課・土木課、都筑消防署 

 

吹奏楽部、演劇部、７組和太鼓、文化祭実行委員企画 

 

７組、２年英語科、３年英語科、国語科、美術科、写真部、美術部、英文書道部 

科学部（別日設定 ２８日、２９日、３０日 13:10～13:30 第一・二理科室） 



 

部活動名 大会・コンクール等 

野球 １４日（土）区大会 ２回戦  対 早渕 ２－３ × 

サッカー 

１５・１６・２３日都筑区大会 

vs 東山田   ２－２ △ 

vs 中大附属  ６－３ ○ 

vs サレジオ  ２－１ ○ 

vs 都田    ２－２ △ 

男子バスケットボール 
１４日（土）１５日（日）２２日（日） 

都筑区新人大会  VS 東山田 ５２-６５ × 

女子バスケットボール 

１４日（土）１５日（日）２２日（日） 

都筑区新人大会 第３位 

VS 早渕  ４１-３２ ○ 

VS 茅ケ崎 ３１-６０ × 

VS 都田  ５３-４９ ○ 

バドミントン １４日（土）都筑区秋季男子団体戦 優勝 

剣 道 

１５日(日) 第五ブロック大会 女子３位 

２２日(日) 横浜商大高校招待試合 女子３位 

２３日(月) 都筑区剣道大会 団体準優勝 

 個人戦 ２年小森花乃さん ２位  

     ２年岡田奈々さん ３位 

演 劇 １６日（月） 大棚町敬老会に出演 

 

【１０月行事予定】スクールカウンセラー来校日  １日・８日・１５日・２４日・３１日 

 

日 曜 行事予定 日 曜 行事予定 

１ 火  １６ 水 ２年学年リハーサル   G-Day（美化） 

２ 水 
個別支援級合同体育祭   G-Day（生活） 

指揮者・視聴覚講習会 
１７ 木 １年学年リハーサル 

３ 木  １８ 金 ３年学年リハーサル 

４ 金 ３年生英検 １９ 土  

５ 土  ２０ 日  

６ 日 牛久保東地域清掃 ２１ 月  

７ 月 生徒会朝会 ２２ 火 即位礼正殿の儀 

８ 火 児童生徒交流日 ２３ 水 G-Day（図書） 

９ 水 ２年学年リハーサル   G-Day（保健） ２４ 木 文化祭 

１０ 木 １年学年リハーサル PTA役員会運営委員会 ２５ 金 文化祭 

１１ 金 ３年学年リハーサル ２６ 土  

１２ 土  ２７ 日  

１３ 日  ２８ 月  

１４ 月 体育の日 ２９ 火 全体朝会（表彰）  ３年個人面談 

１５ 火  ３０ 水 ３年個人面談         G-Day（放送） 

   ３１ 木 ３年個人面談 

【お知らせ】１２月に行われる３年個人面談ですが、当初年間予定では５日（木）からでしたが、

進路日程が決まりましたので、予定を早めまして３日（火）から６日（金）までとなりますので、 

よろしくお願いいたします。 

中川中学校ホームページには、ここに記載していない日々の学校活動も載っていますのでご覧ください 


