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四中三訓「礼節・克己・思いやり」 
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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。 

 

新しいスタートを！ 

校長 前田 勝治 

 酷暑が続く毎日ですが、朝晩には秋の虫の鳴き声が聞こえ始めています。季節はゆっくり秋

に向かっているようですが、日中はまだまだ厳しい残暑が続きそうです。熱中症対策を十分に

行い、やがて迎える秋を楽しむために規則正しい生活を心掛けましょう。 

さて、昨日から 2 学期が始まりました。例年になく短い夏休みでしたが、“2020 年の夏”にも

いろいろなことがあったと思います。新たな出会いや体験を通して、少し成長したみなさんの

姿を見るのが楽しみです。3 年生のみなさんは、いよいよ進路に向き合う時がやってきました。

“入試は団体戦”と言われるように、仲間と励まし合いながら目標に向かってやるべきことを

しっかり積み上げましょう。2年生のみなさんには、学校の中核として活躍してくれることを期

待します。生徒会活動や部活動など、四中をさらにすばらしい学校にするために、みなさんの

力が大いに発揮されることを期待しています。1 年生のみなさんは、中学校での 2学期を初めて

体験します。今年は多くの行事が中止や規模を縮小しての開催となりますが、その中で仲間と

ともに充実したものを創造してもらいたいです。 

新型コロナウィルス感染症による生活への影響は、これからも様々な場面で目にすると思い

ますが、「三密」を避け、ソーシャルディスタンスを守り、マスク着用と手洗いの励行を続ける、

つまりこれまで行ってきたことを今後も継続することが、私たちにできることであると同時に、

しなければならないことです。このような状況の中、あらためて四中三訓『礼節・克己・思い

やり』の重みを感じています。社会のルールを守り、自分と周りの人の命と健康を尊重するた

め、自分の言動を律する強さを持てるように、四中で過ごす私たちみんなで支え合っていきま

しょう。 

 保護者のみなさま、地域のみなさま、まだまだ新型コロナウィルス感染症と向き合っていか

なければならない日々が続きますが、これからも陰に日向に子どもたちを、そして第四中学校

教職員を支え応援していただきますようよろしくお願いいたします。 

 

 

◇新たに着任した ALT の先生◇ 

 １学期の終わりにフィリパ先生、ジョン先生が帰国されましたが、２学期 

から新しく、ジャック先生がみなさんの ALT の先生として着任されました。 

みなさんと一緒に英語の勉強をすることを楽しみにしています。 

 

Hello everyone! My name is Jack Andrew Mellanby and I am your  

new ALT.Last year I came to Minoh from New Zealand and worked at  

Kayano Higashi Primary School. I like Japanese, reading books, and 

going on long walks. I love teaching English and I’m looking forward 

to meeting you all. 

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


はじめまして！私はジャック・アンドリュー・メランビーです。四中の新しい英語の先生に

なりました。去年ニュージーランドから箕面市に来て萱野東小学校に勤めていました。好きな

ものは日本語と本を読むこととハイキングをすることです。英語を教えるのが大好きですので

皆さんに会うのをとても楽しみにしています。 

◇PTA 役員の交代◇ 

今年度はコロナウイルス感染症拡大防止の対応として体育館での総会は実施せず、配付した

議案に、ライデンメールのアンケート機能を使い、回答していただきました。多くの方に回答

いただき、その結果、すべての議事が可決されました。 

令和元年度（２０１９年度）の PTA 運営委員のみなさまには例年よりも長い期間務めていた

だきました。ありがとうございます。 

令和２年度（２０２０年度）の PTA 運営委員のみなさま、１年間よろしくお願いします。 

〈PTA 役員のみなさま〉 

会  長    荒木 成一 様           書  記   稲田 真佐江 様 

副会長     印藤 直人 様          会  計   髙山 真奈美 様 

副会長   喜多 幸代 様          会計監査  石戸 飛鳥  様 

                                会計監査  中西 靖子  様 

◇Zoom を使った授業や懇談◇ 

 １学期から夏休みにかけて、コロナウイルス感染症拡大防止のため、対面ではなく Zoom を使

用したオンラインでの授業や説明会をさせていただきました。学校としても、慣れない中でイ

ンターネットで調べたり、本で勉強しながら手探りで進めていたため、子どもたちや保護者の

みなさまには不安や迷惑をおかけすることもあったと思いますがご理解とご協力をいただき、

本当にありがとうございました。 

 オンラインでの授業は、対面の場合と比べて子どもたちの表情や目線、しぐさが受け取りに

くく、授業内容をどの程度理解できているかを判断するのに苦労するところがありますが、一

方で、チャットを使い先生に直接質問することができるという利点もあります。 

 まだまだ先の読めない中、新しい取り組みを模索していくことが続きますが、子どもたちが

安心して中学校生活を送ることができるように、教職員で協力し努力を続けていきますのでど

うぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

◇部活動情報◇ 

 

 

◇部活動の結果◇ 

〇サッカー部 

 池田箕面豊能郡中学校総合体育大会 

   ３年生の部   【準優勝】 

〇卓球部 

池田箕面豊能郡中学校総合体育大会 

  女子団体の部  【優勝】 

オンライン筋トレ指導 

Zoom の画面 パワーポイントを使って説明 



〇陸上競技部       

 第６８回池田箕面豊能郡中学校総合体育大会 

   男子池田箕面豊能郡の部 2-3年 ４００ｍ  【第２位】   

                3年 ２００ｍ  【第３位】   

 箕面市中学校第３４回競技会 

男子中学 2-3 年 ４００ｍ  【第１位】    

男子中学 2-3 年 ２００ｍ    【第２位】   

男子中学 2-3 年 １００ｍ  【第２位】   

男子中学 3-2 年 １５００ｍ 【第２位】   

〇剣道部 

 第６８回池田箕面豊能郡中学校総合体育大会 

   女子団体の部  【優勝】 

            

〇水泳部 

 豊能地区中学生学年別水泳競技大会 

   女子４００ｍリレー２年   【優勝】 

            

   女子１００ｍ自由形２年   【２位】  

   男子１００ｍ自由形２年   【３位】  

   女子１００ｍバタフライ２年 【２位】  

   女子１００ｍ平泳ぎ２年   【優勝】  

 箕面市水泳大会 

   女子団体          【準優勝】  

 フリーリレー２００ｍ      【優勝】  

メドレーリレー２００ｍ      【優勝】  

自由形     ５０ｍ      【２位】  

バタフライ  １００ｍ      【３位】  

背泳ぎ    １００ｍ      【３位】  

平泳ぎ     ５０ｍ      【優勝】  

平泳ぎ    １００ｍ      【優勝】  

バタフライ   ５０ｍ      【２位】  

バタフライ  １００ｍ      【優勝】  

〇女子テニス部 

 豊能地区秋季総体        【ベスト８】 

A チーム      

B チーム     

〇茶華道部  

 ８月１９日（水）に浴衣を着てお点前の稽古 

をしました。立てたお茶は職員室にいた先生に 

も振舞ってもらいました。 

 

どの部活動も十分な練習時間が確保できず、 

また暑さの厳しい中での大会もあり、自分の 

力を十分に発揮するのは難しかったと思いま 

すが、よく頑張っていました。 



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 Ａ火１ Ａ火２ Ａ火３ Ａ火４ Ａ火５ 総合 12:40 15:30

1 火 ２年 読書 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 12:40 15:30

３年 社会 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 12:40 15:30

１年 読書 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:40 15:30

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

３年 数学 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

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

３年 理科 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

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

３年 英語 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

5 土

6 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水４ 12:40 15:30

7 月 ２年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水４ 12:40 15:30

３年 国語 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水４ 12:40 15:30

１年 読書 Ｂ火１ Ｂ火２ Ｂ火３ Ｂ火４ Ｂ火５ 総合 12:40 15:30

8 火 ２年 読書 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 12:40 15:30

３年 社会 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 12:40 15:30

１年 読書 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:20 15:00

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

３年 数学 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

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

３年 理科 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

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

３年 英語 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

12 土 創立記念日

13 日

１年 短学活 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水３ 12:40 15:30

14 月 ２年 短学活 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水３ 12:40 15:30

３年 国語 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水３ 12:40 15:30

１年 読書 Ａ火１ Ａ火２ Ａ火３ Ａ火４ Ａ火５ 総合 12:40 15:30

15 火 ２年 読書 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 12:40 15:30

３年 社会 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 12:40 15:30

１年 読書 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:20 15:00

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

３年 数学 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

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

３年 理科 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

１年 短学活 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

18 金 ２年 短学活 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

３年 英語 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

19 土

20 日

21 月 【　敬 老 の 日　】 【 敬 老 の 日 】

22 火 【　秋 分 の 日　】 【 秋 分 の 日 】

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水２ 12:40 15:30

23 水 ２年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水２ 12:40 15:30

３年 なし -

１年 なし -

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

３年 なし -

１年 なし -

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

３年 なし -

26 土

27 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金２ 12:40 15:30

28 月 ２年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金２ 12:40 15:30

３年 国語 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金２ 12:40 15:30

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

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

３年 社会 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 12:20 15:00

１年 読書 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:20 15:00

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

３年 数学 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:20 15:00

部活動

停止

野外活動①(マキノ)

校内行事予定

月1～5+金2限、中間テスト1週間前、部活動停止(10/6まで)諸費口座再振替日、施
設破損点検

1･2年:月1～5+水2限、3年:修学旅行(長崎)③、1年生部活動なし

2年:金1～5限+学活、１年:野外活動②(マキノ)、3年：振替休日、
一斉退校日

Ａ火1～５限+総合

木1～6限、内科検診(13:30～)、生徒会選挙管理委(16:10)、

木1～6限、尿検査②(一次)

道徳+水2～6限、尿検査①(一次)、一斉退校日

金1～5限+学活、内科検診(8:50～)

Ａ火1～５限+総合、部活動写真撮影（16:00）

月１～5+水４限

木1～6限、内科検診(13:30～)

Ｂ火1～５限+総合(45分*6)

月1～5+水3限

道徳+水2～6限（45分*6）、一斉退校日

道徳+水2～6限(45分*6)、学年会議(15:40)、一斉退校日

2年:道徳+水2～6限、１年:野外活動①(マキノ)、3年：振替休日

Ｂ火1～５限+総合

道徳+水2～6限(45分*6)、部活動停止日、諸費口座振替日、一斉退校日

金1～5限+学活、内科検診(8:50～)、大阪880万人訓練

3年：修学旅行（長崎）①
3年：修学旅行（長崎）②

修学旅行③(長崎)

修学旅行の振替休日

修学旅行の振替休日

金1～5限+学活、尿検査予備日、3年:事前指導（6限体育館）

生徒会

選挙

管理委

部活動

停止

部活動

停止

部活動

停止

令和２年度（２０２０年度）　９月　行事予定　箕面市立第四中学校

野外活動②(マキノ)

 


