
令和２年（2020 年）１０月３０日 

四中だより   ９号 
四中三訓「礼節・克己・思いやり」 

四中ホームアドレス http://www.city.minoh.lg.jp/jfour/index.html 

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。 

 

◇第４７回体育祭が中止◇ ～「3学年一斉体育」で取り組みを披露～ 

 １０月１７日（土）に予定されていた第４７回体育祭ですが、前夜から降り始めた雨が当日の

朝になっても止まず、中止となりました。数日前から雨の予報で、多くの生徒がてるてる坊主を

作って晴れることを祈っていたのですが、非常に残念でした。体育祭予備日の設定はなかったの

ですが、１９日（月）に、３学年一斉に体育の時間を設定し、「学年競技」を行いました。 

 １年生はクラスの全員がバトンをつなぐ、「KMDリレー」、Kは輝けで、Mは皆、Dはダッシュを

表しています。２年生は「集まれ！４７期生の森」というさまざまな種目のリレーをつないで速

さを競う競技でした。最後は３年生のダンス合戦でした。各クラスが時間をかけて練習してきた

ものを披露してくれました。見ていた１，２年生も立ち上がり、音楽 

に合わせて応援をしていました。 

 今年度は、コロナ禍の影響で全校生徒が集まる機会がなかったので 

すが、「３学年一斉体育」ではどの学年も他学年の競技を応援し、大 

いに盛り上がりました。全校生徒が一同に集まり、一つのことをする 

ことが、いかにかけがえのないものであるかを改めて感じた時間とな 

りました。                            3年のダンスを応援する 2年生 

  

 

 

 

 

 

昼休みにリレーの練習    １年生の学年競技        ２年生の学年競技       ３年生のダンス 

◇３年生進路説明会と学級懇談会◇ 

 １０月２３日（金）、３年生と保護者対象の進路説明会が行わ 

れました。 

大阪府立北千里高校、大阪府立箕面東高校、箕面学園高校、早稲 

田摂陵高校の公立高校２校、私立高校２校の先生が来校され、高 

校生活や、授業のカリキュラム、部活動などについてお話しして 

くださいました。 

 ３年生は大きな行事も終わり、これから進路選択をしていく時 

期ということで、真剣に耳を傾けていました。これからの半年で、 

受験を通してみなさんが大きく成長し、自信をつけてくれることを願っています。 

 その後、３年生の各教室で保護者の方とクラス担任が学級懇談会をもち、修学旅行や体育祭に

向けた生徒の取り組みの動画や画像を見ていただくことができました。 

 

http://www.city.minoh.lg.jp/jfour/index.html


◇アドプト活動を実施しました◇ 

  10月 3日（土）、アドプト活動があり、四中正門付近がきれいな花でいっぱいになりました。四中生

だけでなく、四中前を通る小学生や高校生にとっても気持ちが和む景色になりました。ご協力いただいた

PTAの方々、ありがとうございました。 

 

◇箕面支援学校との PTA地域交流会◇ 

  １０月２３日（金）本校 PTA と大阪府立箕面支援学校 PTAの交流会がありました。年に一度交代で

互いの学校を訪問し、さまざまな取り組みをしてきていますが、今年度は新しい生活様式の実践として、

オンラインでの実施となりました。 

  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の渡邊善夫先生を講師に迎

え、免疫力を高める体操として、家庭でできる体力づくりを教えていただきました。簡単そうに見える体操

やストレッチでもそれぞれの動きの目的を理解して取り組むと、じんわりと汗が出てきて、体と頭がすっき

りしました。コロナ禍で凝り固まっていた心と身体がほぐれた気がします。 

 

◇後期生徒会役員選挙と新旧生徒会交代式◇ 

  後期生徒会役員選挙が、１０月２０日（火）行われました。オンラインでの実施は２回目ということで、立

候補者の演説や、応援演説も慣れたもので、工夫をこらしながら自分たちが取り組みたいことを教室で

見ている生徒たちに訴えていました。 

  その後、10月 27日（火）には、新旧生徒会の交代式が行われました。前期の生徒会役員のみなさ

んは、例年とは大きく違う学校生活の中での生徒会活動は苦労も多かったと思いますが、四中がより良

くなる取り組みを進めてくれました。お疲れさまでした。 

  後期の生徒会役員のみなさん、四中生が笑顔になる取り組み 

を楽しみにしています。 後期生徒会は、１１月１８日（水）、生徒会 

学習会に参加します。今年度は Zoomによるオンラインの開催とな 

ります。 

後期生徒会のみなさん 

会長       山口 泰輝          

副会長     髙山 智矢       坂口 萌衣 

執行委員   浦上 知之       中嶋 杏花 

           市川 芳香       中井 爽馬 

           中谷 楓         國塩 遼太 

 

◇美化委員会ピカピカキャンペーン◇ 

  前期美化委員会では、「ピカピカキャンペーン」と称して、放課後の   

掃除を見直し、校舎をきれいにするキャンペーンを行いました。掃除用 

具の点検を行い、ポスターを作成し、掃除方法の動画を作成してプレ 

ゼンを行いました。 

  どのくらいピカピカになったかを確認し、校内で 4 クラスが「ピカピカ 

キャンペーンパーフェクト賞」として表彰されました。4 クラスの美化委員 

はクラスを代表して校長先生から表彰状を授与されました。 

  表彰されたのは以下の 4 クラスです。 

 

   1年 1組      2年 4組      2年 6組      2年 7組 

前後期の生徒会役員のみなさん 

表彰された 1年 1組の美化委員さん 



◇部活動の結果◇ 

〇剣道部 

  令和２年度豊能地区中学校剣道新人大会    優勝             

          

 

〇バドミントン部 

  箕面市大会                              準優勝           （２年） 

 

〇男子バレーボール部  

  大阪府バレーボール協会                   優秀選手         （３年） 

 

〇卓球部 

  箕面市民大会 

  1年 1位 2位トーナメント       準優勝          第 3位   

  ２年  ３位 ４位トーナメント       優勝     

                                               

《四中生が参加します。頑張ってきてください！》 

11月１４日（土）箕面市青少年弁論大会         

箕面文化・交流センター13:00～  

11月１５日（日）箕面市中学校イングリッシュ・エクスプレッション・コンテスト 

              萱野小学校 14:00～  

              

 

学校からのお知らせ  

箕面市いじめアンケート実施   

１０月中旬に箕面市いじめアンケートを実施しました。いじめは誰にでも学校の内外で起こる可能性

があり、最近は特にインターネット上でのいじめが増えています。深刻化させないためにも、先生と生徒と

保護者が連携していじめ防止に取り組んでいきたいと考えています。 

学校教育自己診断のおねがい 

保護者、地域の学校教育に対するニーズ等を把握するために学校教育自己診断を実施します。１０月

２８日（水）に、アンケート用紙をお子さまに持ち帰ってもらいましたので、ご記入のうえ１１月４日（水）ま

でに担任へ提出してください。お手数をおかけしますが、ご協力をお願いします。 

生徒相談週間がありました 

１０月２０日（火）～２７日（火）は生徒相談週間でした。１１月は、大きな行事が終わり、友達関係にも

変化が見られ、程度の差はあれ悩みを抱える時期です。子どもたちの気持ちを丁寧に聴いて、安心して

学校生活を送ることが出来るようにサポートしていきます。 

下校時間が早くなります 

  １１月から１月は完全下校時間が１７時１０分となります。日が暮れるのが早くなってきました。部活動

終了後は速やかに帰宅するようにしてください。 

 

 



 

令和２年度（２０２０年度）　１１月　行事予定　箕面市立第四中学校

日 曜 校時予定表 SC
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 日
１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 11:50 14:45

2 月 ２年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 11:50 14:45

３年 短学活 国語テ 数学テ 英語テ 理科テ 社会テ 11:50 14:45

3 火 【　文 化 の 日　】 【　文 化 の 日　】
１年 読書 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:40 15:30

4 水 ２年 読書 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:40 15:30

３年 社会 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:40 15:30

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

5 木 ２年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

３年 数学 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

6 金 ２年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

３年 理科 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

7 土
8 日

１年 読書 月１ 月３ 月４ 月５ 月２ 木５ 12:20 15:00

9 月 ２年 読書 月１ 月３ 月４ 月５ 月２ 木５ 12:20 15:00

３年 英語 月１ 月３ 月４ 月５ なし 12:25

１年 読書 Ａ火３ Ａ火４ Ａ火５ Ａ火１ Ａ火２ 火６ 12:20 15:00

10 火 ２年 読書 火３ 火４ 火５ 火１ 火２ 総合 12:20 15:00

３年 国語 火３ 火４ 火５ なし 11:30

１年 読書 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:20 15:00

11 水 ２年 読書 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:20 15:00

３年 社会 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 12:40 15:30

12 木 ２年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

３年 数学 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

１年 読書 金１ 金２ 金４ 金５ 金３ 学活 12:20 15:10

13 金 ２年 読書 金３ 学活 12:20 15:10

３年 理科 金１ 金２ 金４ 金５ なし 12:25

14 土 箕面市青少年弁論大会　13:00～箕面文化・交流センター
15 日 箕面市中学校イングリッシュ・エクスプレッション・コンテスト　14:00～　箕面小

１年 読書 月１ 月２ 月４ 月５ 月３ 木６ 12:20 15:10

16 月 ２年 読書 月１ 月２ 月４ 月５ 月３ 木６ 12:20 15:10

３年 英語 月１ 月２ 月４ 月５ なし 12:25

１年 読書 Ｂ火１ Ｂ火２ Ｂ火３ Ｂ火４ Ｂ火５ 火６ 12:20 15:10

17 火 ２年 読書 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 12:20 15:10

３年 国語 火１ 火２ 火３ 火４ なし 12:25

１年 読書 道徳 水２ 水５ 水６ 水３ 水４ 12:20 15:10

18 水 ２年 読書 道徳 水２ 水５ 水６ 水３ 水４ 12:20 15:10

３年 社会 道徳 水２ 水５ 水６ なし 12:25

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:20 15:00

19 木 ２年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:20 15:00

３年 数学 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:20 15:00

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 生徒総会 12:40 15:30

20 金 ２年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 生徒総会 12:40 15:30

３年 理科 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 生徒総会 12:40 15:30

21 土
22 日
23 月 【 勤 労 感 謝 の 日 】 【 勤 労 感 謝 の 日 】

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:20 15:00

24 火 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 短学活 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:40 15:30

25 水 ２年 短学活 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:40 15:30

３年 国語 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:40 15:30

１年 短学活 国語テ 社会テ 保体テ なし 11:40

26 木 ２年 短学活 理科テ 英語テ 保体テ なし 11:40

３年 短学活 数学テ 国語テ 保体テ 音楽テ なし 12:25

１年 短学活 英語テ 数学テ 理科テ 11:50 12:20

27 金 ２年 短学活 数学テ 社会テ 国語テ 11:50 12:20

３年 短学活 理科テ 英語テ 社会テ 11:50 12:20

28 土
29 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金１ 12:20 15:00

30 月 ２年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金１ 12:20 15:00

３年 社会 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金１ 12:20 15:00

生徒
会専
門委

部活
動

停止

部活
動

停止

進路懇談会①

進路懇談会②

進路懇談会③

進路懇談会④

部活
動停
止日

校区内ウォークラリー

道徳+水2～6限(45分*6)、心臓一次検診予備日,部活動停止日、一斉退校
日

道徳+水2～6限

〇

Ａ火3･4･5･1･2･6限&総合(45分*6/3年:3限まで)

〇

金1～５限+学活、一斉退校日

月1･3･4･5･2+木5限(45分*6/3年:4限まで)
諸費口座振替日

月1･2･4･5･3+木6限(45分*4+50分*2/3年:4限まで)、
進路懇談会②(午後)

期末テスト①(50分*2+40分+3年音楽25分/テスト校時)

期末テスト②(50分*3/テスト校時)、諸費口座再振替日

月1～5+金1限(45分*6)

B火1～6限＆総合(45分*4+50分*2/3年:4限まで)、進路懇談会③(午後)

月1～5限+生徒総会(6限)、一斉退校日

〇

木1～6限(45分*6)、職員会議(15:40)、一斉退校日

道徳+水2～6限

道徳+水2･5･6･3･4限(45分*4+50分*2/3年:4限まで)、進路懇談会④
(午後)、

校内行事予定

木1～6限、簡単清掃、生徒議会(16:10)、
眼科検診(13:15～)

木1～6限

金1･2･4･5･3限+学活(45分*4+50分*2/3年:4限まで)、
2年生校区内ウォークラリー（午前中）、進路懇談会①(午後)

〇

1･2年:月1～5限(50分*5/テスト校時)、３年:学力テスト③(5科)、簡単
清掃、
生徒会専門委(15:15)、下校時刻17:10

部活
動

停止

部活
動

停止

生徒
議会

木1～6限(45分*6)、期末テスト１週間前、部活動停止(11/26まで)
部活
動

停止


