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教育委員会・学校へのご意見・お問い合わせは、学校ホームページの「ご意見・お問い合わせフォーム」でも受け付けております。

◇教育実習生が終了しました◇
８月３１日（月）から、４人の卒業生が教育実習生として、四中に戻ってきました。４人とも
将来は学校の先生になることが目標で、教科指導・学級指導・部活動指導等、３週間（２週間）
の実習を全力で取り組み、多くのことを学んで大学へと戻っていきました。
コメントを頂いていますので紹介します。
藤本優先生
２週間という短い期間でしたが、実習させていただきありがとうございました。
勉強や部活動、行事などにひたむきに頑張るみなさんの姿がとても印象的でした。
これからも残りの学校生活を楽しく元気に頑張ってください。先生も四中から離
れたところで良い先生になれるように頑張ります。
今木愛理咲先生
３週間という短い間でしたが、ありがとうございました。生徒と関わるうちに、中学校の先生
になりたいという気持ちがさらに強くなりました。先生も教員になるために頑張るので、みなさ
んも夢や目標をもって頑張ってください。
山口直城先生
２週間という短い間でしたがありがとうございました。あまり関われない人もいましたが、み
なさんと楽しい日々を過ごせてとても充実した期間でした。僕も目標に向けて頑張るのでみな
さんも夢や目標に向かって頑張ってください。
山口万穂先生
3 週間という短い期間でしたが、ありがとうございました。挨拶をしたら、しっかり返してくれ
たり、みなさんから声をかけてくれたり、たくさん関わることが出来て、実習を終えるのが本当
に寂しいです。
ですが、私の拙い授業でもみなさんが集中して一生懸命に取り組んでくださったので、緊
張しつつも楽しく授業をすることができました。3 週間本当にありがとうございました。

◇前期生徒会執行委員◇
今年度の前期執行委員は期間も短く、いろいろな行事が中止となるなか、朝の
挨拶運動や生徒会新聞の発行、生徒会アンケートの実施などに力を尽くしてくれ
ています。
昼休みの体育館開放に向けても取り組みを進めています。体育館は天候や暑さ
指数に関係なく使用できますが、多くの生徒が体育館で走り回ると安全を確保する
のが難しくなります。どうすれば安心して昼休みを過ごすことができるのを考えて、
ルール作りに励んでいます。
朝の挨拶運動
朝の挨拶運動は代々続けてきている運動です。執行委員さんが元気な声で挨拶をしてくれています。
四中が毎日気持ちのよい挨拶で始まるように生徒のみなさんも元気よく挨拶を返していきましょう。

◇1 年生・野外活動◇
1 年生は先日 9 月 24 日（木）、25 日（金）に滋賀県マキノに一泊二日で野外活動に行ってきまし
た。数日前に台風 12 号が発生し、進路によっては実施も危ぶまれましたが、幸い東に逸れてくれて自然
の中でマウンテンバイクに乗ったり、カヤックを漕いだりと体を動かしながら学年とクラスの絆を深めるこ
とができました。
コロナウイルス感染症を予防するために、食事や学年レクなど多くのことを、2 グループに分かれて行
い、生徒たちは不便を強いられることも多かったのですが、ルールをきちんと守りながら前向きに楽しもう
という姿勢が見られました。大変な状況での決行となりましたが生徒たちが成長し、集団としての意識が
高まった 2 日間でした

マキノサニービーチでのカヤック

感染症予防のため食事当番がよそいます

言葉に頼らず伝達するゲーム

◇2 年生・脱出ゲーム◇
2 年生では職場体験や校外学習など、楽しみにしていた学年行事がまったく行えない現状を何とかし
たいという思いで、有志を募り、「コロナに負けるな！47 期生を充実させ隊」という実行委員会活動を行
ってきました。そしていくつも企画を用意し、第一弾として「脱出ゲーム」を実施しました。
学校全体を使って謎解きを行い、捕獲された班をミニゲームで救出しながらクリアを目指すというもの
です。問題作成から全体の動き、タイムスケジュールまで実行委員が全て考えて行いました。
問題の不備など様々なトラブルはありましたが、４７期生全員が、実行委員の熱い思いと苦労に応えよ
うと精一杯楽しんでくれていました。

仲間を助けに行こう！

校内を回ってミッションをクリア

知恵を絞って問題に取り組み中

◇3 年生修学旅行◇
3 年生は 9 月 21 日（月）から 23 日（水）にかけて長崎に修学旅行に行ってきました。オランダや中
国から影響を受けた独特な文化を持つとともに、原爆で大変な被害を受けた長崎で生徒たちは多くの
ことを学ぶことができました。
ガタリンピックやペーロン大会、学年レクは大盛り上がりで、絆を深めることができました。平和学習で
は被爆者の体験談を聞き、原爆資料館や爆心地を見学しました。みんな真剣に耳を傾け、見学していま
した。
3 日目のフィールドワークは、3 年生がこれまで取り組んできたことの総まとめとなる活動で、仲間を
思いやり、協力することでみんなが楽しむことができました。最初の予定だった沖縄から長崎に変更とな
りましたが、しっかり学び、しっかり体験し、いい思い出を作ることができました。

ペーロン大会 2 組優勝！

◇部活動の結果◇

ムツゴロウになった気分

千羽鶴を奉納しました

〇女子ソフトテニス部
第 64 回市民体育大会 ソフトテニス部の部 準優勝 2 年
〇剣道部
令和 2 年度秋季豊能地区中学校剣道大会
女子団体の部
第3位
男子団体の部
第3位
大阪中学校総合体育大会に出場
〇男子バレーボール部
第 68 回池田市・箕面市・豊能郡中学校体育連盟総合体育大会 バレーボールの部 準優勝
〇女子バレーボール部
豊能地区秋季総合体育大会
ベスト８
〇水泳部
第 68 回池田市・箕面市・豊能郡中学校総合体育大会
女子１００ｍ×４ フリーリレー
第3位
女子１００ｍ×４ メドレーリレー
第2位
2 年女子総合
第3位
1 年女子 ５０ｍ 自由形
第2位
1 年男子 ５０ｍ 自由形
第3位
2 年男子 １００ｍ 背泳ぎ
第2位
2 年女子 ５０ｍ 自由形
優勝
第2位
2 年女子 ４００ｍ 自由形
優勝
水泳部
2 年女子 ２００ｍ 自由形
優勝
3 年女子 ５０ｍ 自由形
第2位
第 56 回大阪中学生学年別水泳競技大会
2 年女子 １００ｍ 平泳ぎ
優勝
2 年女子１００ｍ×４ フリーリレー
第5位
〇吹奏楽部
9 月 12 日（土） 第 2 回定期演奏会「クローバーコンサート」開催
〇卓球部
池田・箕面・豊能郡卓球大会 女子団体の部 優勝

◇箕面市立第四中学校・大阪府立箕面支援学校 PTA 交流会◇
10 月 23 日（金）の午前 10 時から箕面支援学校との交流会を開催します。今年度は新しい生活様
式を実践する機会として、オンライン開催といたします。Zoom を利用した交流会となりますので、申し込
み締め切りは過ぎていますが、希望される方にはご自宅など都合のよい場所で参加いただけますので
学校まで連絡ください。Zoom の入室方法は参加される方に別途連絡します。
今こそ免疫力を高める体操をしよう！ ～家庭でできる体力づくり～
講師： 渡邊 善夫先生
整体師・リンパケアセラピストを経験後、日本では数少ない『脳ストレッチ』を取り入れたストレス
ケアカウンセラーとなる。施術歴 13 年。脳と身体のスペシャリスト。
日時： 10 月 23 日（金）１０：００～
場所： Zoom オンラインミーティング
参加費：無料

令和２年度（２０２０年度） １０月行事予定 箕面市立第四中学校
日 曜
校時予定表
学年 短学活 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 放課後 給食 終礼
１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 部活 12:40 15:30
1 木 ２年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 動 12:40 15:30
３年 理科 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 停止 12:40 15:30
１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 部活 12:40 15:30
2 金 ２年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 動 12:40 15:30
３年 英語 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 停止 12:40 15:30
3 土
4 日
１年 短学活 英語テ 数学テ
部活 なし 11:00
5 月 ２年 短学活 数学テ 社会テ 音楽テ
動 なし 11:55
停止 なし 11:55
３年 短学活 理科テ 音楽テ 技家テ
１年 短学活 国語テ 技家テ
部活 なし 11:00
6 火 ２年 短学活 技家テ 国語テ
動 なし 11:00
停止 なし 11:00
３年 短学活 英語テ 美術テ
11:50 12:20
１年 短学活 社会テ 理科テ 音楽テ
11:50 12:20
7 水 ２年 短学活 理科テ 英語テ 美術テ
11:50 12:20
３年 短学活 社会テ 国語テ 数学テ
12:40 15:30
１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 木５
生徒 12:40 15:30
8 木 ２年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 木５
議会
12:40 15:30
３年 国語 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 木５
12:40 15:30
１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活
12:40 15:30
9 金 ２年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活
12:40 15:30
３年 社会 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活
10 土
11 日
生徒 12:40 15:30
１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 学年練習
会選 12:40 15:30
12 月 ２年 読書 木１ 木２ 学年練習 木５ 木６
挙
12:40 15:30
３年 数学 学年練習 木３ 木４ 木５ 木６
管理
１年 読書 Ａ火１ Ａ火２ Ａ火３ Ａ火４ Ａ火５ 火６ 生徒 12:40 15:30
13 火 ２年 読書 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 会専 12:40 15:30
３年 理科 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 門委 12:40 15:30
体育 12:20 15:00
１年 読書 学年練習 水３ 水４ 水５ 水６
祭予 12:20 15:00
14 水 ２年 読書 道徳 水２ 学年練習 水５ 水６
行
12:20 15:00
３年 英語 道徳 水２ 水３ 水４ 学年練習
準備
11:50
１年 短学活 Ｂ火１ Ｂ火３ Ｂ火４ 予行演習 学活
11:50
15 木 ２年 短学活 学年練習 火３ 火４ 予行演習 学活
11:50
３年 国語 火１ 学年練習 予行演習 学活
体育 12:20 12:55
１年 読書 金１ 金３ 金４ 金５
祭前 12:20 12:55
16 金 ２年 読書 金１ 金３ 金４ 金５
日
12:20 12:55
３年 社会 金１ 金３ 金４ 金５
準備
17 土
【第46回 体 育 祭】
なし 18 日
12:40 13:15
１年 短学活 金２ Ｂ火２ Ｂ火５ 火６
12:40 13:15
19 月 ２年 短学活 金２ 火２ 火５ 総合
12:40 13:15
３年 数学 金２ 火２ 火５ 総合
１年 読書 Ａ火１ Ａ火２ Ａ火３ Ａ火４ Ａ火５ 生徒会選挙 生徒 12:20 15:00
20 火 ２年 読書 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 生徒会選挙 相談 12:20 15:00
３年 理科 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 生徒会選挙 ① 12:20 15:00
１年 読書 道徳 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 生徒 12:20 15:00
21 水 ２年 読書 道徳 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 相談 12:20 15:00
３年 英語 道徳 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ ② 12:20 15:00
１年 読書 木３ 木４ 木１ 木２ 木５ 木６ 生徒 12:20 15:00
22 木 ２年 読書 木３ 木４ 木１ 木２ 木５ 木６ 相談 12:20 15:00
３年 短学活 英検IBA 木４ 木１ 木２ 木５ 木６ ③ 12:20 15:00
3年 12:20 15:00
１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活
学級 12:20 15:00
23 金 ２年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活
懇談
12:20 15:00
３年 国語 金１ 金２ 金３ 金４ 進路説明会
会
24 土
25 日
１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 火６ 生徒 12:20 15:00
26 月 ２年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 総合 相談 12:20 15:00
３年 社会 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 総合 ④ 12:20 15:00
１年 読書 朝礼 Ｂ火１ Ｂ火２ Ｂ火３ Ｂ火４ Ｂ火５ 生徒 12:15 15:05
27 火 ２年 読書 朝礼 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 相談 12:15 15:05
３年 数学 朝礼 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ ⑤ 12:15 15:05
12:40 15:30
１年 読書 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
12:40 15:30
28 水 ２年 読書 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
12:40 15:30
３年 理科 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６
12:20 15:00
１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
12:20 15:00
29 木 ２年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
12:20 15:00
３年 英語 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６
12:20 15:00
１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活
12:20 15:00
30 金 ２年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活
12:20 15:00
３年 国語 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活
31 土

校内行事予定

木1～6限

SC

金1～5限+学活
アドプト活動（10:00～）、ＰＴＡ運営委員会（13:00～）

中間テスト①(50分*3/テスト校時)

中間テスト②(50分*2/テスト校時)

中間テスト③(50分*3/テスト校時)、部活動15:00まで、
月1～5+木５限(2学期時間割に切り替え)、生徒議会(前期まとめ/16:10)、
SC
金1～5限+学活（学習状況・生活状況調査）、結核検診、尿検査(二次)、
諸費口座振替日、一斉退校日

木1～6限、体育祭学年練習(１年:5･6限，２年:3･4限，３年:1･2限)、
生徒会選挙管理委(16:10)
Ａ火1～6限&総合、簡単清掃(終礼後)、
生徒会専門委員会(前期まとめ/16:10)
道徳+水2～6限(45分*6)、体育祭学年練習(１年:１･２限，２年:３･４限，３
年:５･６限)、体育祭予行準備(放課後)、部活動停止日
B火1･3･4限+予行練習(12:45昼食後/雨天時:金2～4限)

SC

金1･3･4･5限(45分*4)、体育祭前日準備(午後)、
体育祭予行予備日(1～3限)、部活動停止、一斉退校日
第46回体育祭(午前中／雨天時:木3～6限の授業)

金2+B火2･5･6限&総合

A火1～5限+生徒会後期役員選挙(6限目)(45分*6)、生徒相談①(15:40)
道徳+月1～5限(45分*6)、生徒相談②(15:40)、
学習室面談（16:00/～28日まで）、一斉退校日
木3･4･1･2･5･6限(45分*6)、3年:英検IBA(1限)、生徒相談③(15:40),
心臓一次検診(13:30～) SC
金1～5限+学活(45分*6)、3年:進路説明会(13:30)、
3年:学級懇談会(15:30)、箕面支援学校とのPTA文化交流会（10:00）

月1～5+火6限&総合(45分*6)、生徒相談④(15:40)
朝礼+B火1～5限+(朝礼校時)、朝礼(生徒会役員交代式/1限)、
生徒相談⑤(15:40)、諸費口座再振替日
道徳+水2～6限、耳鼻科検診(13:20～)
一斉退校日
木1～6限(45分*6)

SC

:金1～５限+学活(45分*6)、6限：避難訓練

