
令和２年（2020 年）７月 3１日 

四中だより   ６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。 

 

1学期の終わりに 

校長 前田 勝治 

 今年の梅雨は期間も長く、また豪雨により多くの人命が奪われるとともに、深刻な被害が

各地に発生しました。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災地のみ

なさまには心よりお見舞い申し上げます。九州では、新型コロナウィルス感染症の影響で、

復旧ボランティアの受け入れも難しく、今もなお自宅の１階にたまった泥を出せないままの

ご家庭もあると聞きます。一日もはやく、安心して日常生活が送れるようになることを願って

います。 

 さて、臨時休業の中でスタートした 1 学期でしたが、あと 1 週間で終わりを迎えます。６月

の通常授業の再開時には、これから少しずつ新型コロナウィルス感染症の影響も小さくな

り、８月頃には一旦もとの学校生活に戻れたらいいなと思っていましたが、再び感染者数が

増加に転じる状況を迎えています。今が感染の拡大時期になっているのかどうか、情報を

整理して見極める必要はあると思いますが、大阪府内の感染者の確認数が増えているの

は事実なので、必要な感染予防策を講じる必要はあります。学校内ではマスクの着用、手

指の手洗い、密にならない空間づくり、などを、生徒のみなさんが心がけ、あたりまえに実行

してくれることが最大の感染予防策となります。私たちがこれまで行ってきた「新しい生活

様式」をもう一度自己点検し、身近な人が感染していないことなどから少しルーズになって

いた部分があれば改善していきましょう。 

明日から８月になり、季節は夏本番を迎えます。オンライン授業期間の終了後、夏休みに

入ります。例年なら３０日以上の休みがあり、自由な時間がたくさんありましたが、今年はず

いぶん短くなります。しかし、短いながらも集中して打ち込むことができるものを見つけ、２０

２０年の夏休みを今まで以上に充実したものにしてほしいと思います。２学期の始業式で、

笑顔あふれる生徒のみなさんと出会えることを楽しみにしています 

 保護者のみなさま、地域のみなさま、まもなく 1 学期は終了いたしますが、例年よりずいぶ

ん短くなった夏休みを迎える子どもたちを、ご家庭で、また地域で温かく見守っていただき

ますようよろしくお願いいたします。 

 

◇1学期最後の登校日◇ 

コロナウイルス感染症の影響で今まで経験したことのないこと尽くめだった 1学期もあと

１週間で終わります。本日は１学期最後の登校日で、4 時間目は Zoom を使い、校長先生

と、生徒指導の吉田航太先生からお話がありました。 吉田先生は、「生徒のみなさん一人

ひとりの頑張りが毎年四中を良い方向へと変えている。先輩から受け継いだ伝統をさらに

素晴らしい伝統にして次の世代に渡せるよう頑張って欲しい。」と話されました。 

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


◇いじめの定義について◇ 

みなさんが「いじめ」という言葉を聞いてイメージするものはどんなものですか。強い人が

弱い人に行う、殴る・蹴るなどの暴力、相手の人格を踏みにじるような陰口や悪口、集団に

よる個人への無視など、人によってイメージはさまざまかもしれません。 

また、ある人にとっては「からかい」や「いじり」だと思うものが、他の人にとっては「いじ

め」と思われたりします。子ども同士の単なるけんかや悪ふざけと「いじめ」は区別が難しい

ことがありますね。 

そこで、日本では平成25年度から「いじめ防止対策推進法」という法律で、「いじめ」の

定義（「いじめ」がどのようなものか）が次のように明確に決められています。 

 

 

 

 

 

このままでは少し難しいと思いますので、少し説明を加えます。 つまり、いつでも、どこで

も、本人が「嫌だ、つらい」と感じる行動があったら、それは「いじめ」であるということです。

たとえ相手が「いじめではなく悪ふざけです」と言ったり、先生やまわりの人が「いじめでは

なく遊びなのではないか」と思ったりしても、です。これは、被害者の子どもの苦しみや痛み

に寄り添い、先生やまわりの大人たちが絶対に「いじめ」を見逃さないようにするためです。

また、この法律では、先生などの大人に対して、暴力や悪口だけでなく、ふだんの子どもどう

しのやり取りの中にもいじめの可能性を疑って、子どもたちをいじめから救い、いじめをなく

す義務が求められています。ですから、みなさんがほんの少しでも嫌な思いやつらい思いを

しているときは、相談できる大人にすぐに正直に伝えるようにしてください。四中の先生はみ

なさんが安全に、安心して過ごせるように取り組んでいきます。 

  

◇8月のスクールカウンセラー勤務日について◇ 

  ようやく 1学期が終了します。この数か月は大人も子供も環境の変化に慣れない日々を

過ごしてきました。学校は再開されましたが、日常生活でいろいろな制限があるなかで、気

づかないうちに疲労が重なり，憂鬱な気持ちや不安，イライラなどの気持ちが続けば誰もが

心の健康を保つのは難しくなります。 

そこで、8月は特別にスクールカウンセラーの松浦先生に、6日（木）、27日（木）に来て

いただきます。相談を希望されるお子さま、保護者のかたは学校まで連絡ください。 

◇PTA総会◇ 

  通常は5月に行われるPTA総会ですが、コロナウイルス感染症拡大予防の対応として、

今年度の開催は見送らせていただきました。 かわりに、先日配付させていただいた議案に、

ライデンメールのアンケート機能を使い、回答していただくことで決議を行います。回答の期

限は 8月 3日（月）です。 

 

 

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童

生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為

（インターネットを通じて行われるものも含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が

心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 



◇フィリパ先生、ジョン先生が帰国されました◇ 

 お世話になった ALT のケナリー・フィリパ・ジェーン先生とマイヤー・クリスチャン・ジョン先

生が任期満了のため、四中をさられました。フィリパ先生はニュージーランドに、ジョン先生

はアメリカに帰国し、新しい生活を始められます。お二人の先生、ありがとうございました。 

 

◇オンライン授業のクラス別時間割◇ 

8月3日（月）～8月6日（木）は「オンライン授業」を実施します。Zoomへの入室方法について

は四中のホームページにマニュアルをアップしています。ご一読ください。パスワードは7月29日の

ライデンメールでお伝えしてあります。以下は「オンライン授業」の時間割です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇部活動の結果◇ 

女子テニス部 

中学校体育連盟  箕面大会  個人の部   優勝 3年生ペア 

                                   準優勝 3年生ペア 

                          団体の部   優勝  
 

 
 



令和２年度（２０２０年度）　８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 土

2 日

１年 短学活 月２ 月３ 月４ 月５ なし なし

3 月 ２年 短学活 月２ 月３ 月４ 月５ なし なし

３年 短学活 月２ 月３ 月４ 月５ なし なし

１年 短学活 金１ 金３ 金４ 金５ なし なし

4 火 ２年 短学活 金１ 金３ 金４ 金５ なし なし

３年 短学活 金１ 金３ 金４ 金５ なし なし

１年 短学活 水３ 水４ 水５ 水６ なし なし

5 水 ２年 短学活 水３ 水４ 水５ 水６ なし なし

３年 短学活 水３ 水４ 水５ 水６ なし なし

１年 短学活 木１ 木２ 月１ 終業式 なし なし

6 木 ２年 短学活 木１ 木２ 月１ 終業式 なし なし

３年 短学活 木１ 木２ 月１ 終業式 なし なし

１年

7 金 ２年 【 夏 季 休 業  （8/21まで） 】

３年

8 土

9 日 ２年

10 月 【　山　の　日　】 【　山　の　日　】

１年

11 火 ２年

３年

１年

12 水 ２年

３年

１年

13 木 ２年

３年

１年

14 金 ２年

３年

15 土 学校閉校日

16 日

１年

17 月 ２年

３年

１年

18 火 ２年

３年

１年

19 水 ２年

３年

１年

20 木 ２年

３年

１年

21 金 ２年

３年

22 土

23 日

１年 短学活 始業式 学活 学活 水６ なし 12:05

24 月 ２年 短学活 始業式 学活 学活 水６ なし 12:05

３年 短学活 始業式 水６ 学活 学活 なし 12:05

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

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

３年 数学 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 12:40 15:30

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

26 水 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 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 11:50 14:45

27 木 ２年 短学活 数学テ 英語テ 国語テ 社会テ 理科テ 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

１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

28 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

29 土

30 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水５ 12:40 15:30

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

３年 国語 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水５ 12:40 15:30

【8月24日(月)の時間割】

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6

1

2 国語 英語 社A 理A 体育 体育

3

4 家庭 社会 技術 国A 理 国A 英 国B 理A 数学 音楽 社会

期末

懇談会

④

期末

懇談会

①

学校閉校日

期末

懇談会

③

月2～5限(オンライン授業50分*4)、期末懇談会①(午後)

部活動

写真

金1～5限+学活、生徒議会(16:10)

学校閉校日

金1･3･4･5限(オンライン授業50分*4)、期末懇談会②(午後)

校内行事予定

水3～6限(オンライン授業50分*4)、期末懇談会③(午後)

A火1～6限&総合、給食開始、部活動写真撮影(16:10)

ｵﾝﾗｲﾝ補習(８:50～12:40/13:35～15:25)
学習室勉強会②（9:00～11:00）

ｵﾝﾗｲﾝ補習(8:50～12:40/13:35～15:25)、
学習室勉強会③（9:00～11:00）

学校閉校日

学校閉校日

夏季休業開始(8/21まで)

木1～6限

ｵﾝﾗｲﾝ補習(８:50～12:40/13:35～15:25)
学習室勉強会①（9:00～11:00）

月１～5+水５限、簡単清掃、生徒会専門委員会(16:10),
教育実習開始

1限:始業式(8:30～9:15)､各学年2時間学活＋水6限((2限9:25～45分*３)、
身体測定(身長・体重・視力・聴力)、パン販売あり

ｵﾝﾗｲﾝ補習(８:50～12:40/13:35～15:25)

1年:水2～6限、2･３年:学力テスト(5科/50分*5/テスト校時)　　SC

木1･2+月1限(オンライン授業50分*3)、4限:終業式(オンライン30分)、
期末懇談会④(午後)　　SC

生徒

議会

生徒会

専門委

期末

懇談会

②

始 業 式

学活 学活

学活 学活 学活

学活  


