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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」でも受け付けています。 

第４７回 体育祭 
 

 １０月 神無月を迎えます。毎年この時期になると、どこからともなく運ばれてくるキンモ

クセイの香りに、季節の変化を気づかされます。８月から続いていた「緊急事態宣言」も９月

末をもって解除されました。まだまだ感染拡大防止に気を遣いながらの生活となりますが、子

どもたちも、少しは季節の変化を感じながら過ごしてほしいと思います。 

 さて、１０月１６日（土）は、第４７回体育祭です。３年生は、１学期からクラス別のダン

ス発表に向け準備を進めていましたが、コロナ禍のため延期となり、今回ようやく披露できそ

うです。子どもたちが汗をかき練習している姿、本番で一所懸命がんばる姿を見ると、いつも

涙が出そうになります。このような感動は、子どもたちのひたむきな姿から生まれるものです。

リレー競技で、クラスの代表として勝つことをめざして必死にがんばることは大切なことです

が、それ以上に大事なことは、勝っても負けても全力を尽くすことです。今年の夏のオリンピ

ックでも、勝者を敗者が称えたり、敗者に勝者が敬意をはらったりする場面を多く見ました。「が

んばることは素晴らしいことだ」「負けても、最後までがんばれて、清々しい」、そんな気持ち

を子どもたちにもってもらいたいと願っています。がんばったことを認めてもらえた子どもは、

達成感を感じます。達成感は、自信や意欲につながります。そして、自信や意欲を持った子ど

もは、また次の活動で一所懸命がんばり、また達成感を持ちます。自信→意欲→達成感→自

信・・・というサイクルを経ることで、子どもたちは成長します。体育祭が、子どもたちの成

長につながる取り組みになることを願っています。 

 今年度の体育祭は、残念ながら、午前中のみの開催となっています。地域の皆さまを来賓と

してお迎えすることもできませんし、保護者の方の参加も各家庭１名までという制限もありま

す。ご来場いただいた保護者の方は、大声での声援も送れませんが、大きな温かい拍手による

応援をよろしくお願いいたします。 

 そして、当日、疲れて家へ帰った子どもに対して、最大限のほめ言葉をかけてやってくださ

い。どうぞよろしくお願いいたします。  

                            9月３０日 校長 立川 隆志 

 

ビジョントレーニングに取り組んでいます 
  

２学期から、週に数回、朝の短学活の３分程を用い、ビジョントレーニング 

に取り組んでいます。ロンドンオリンピック金メダリストの村田村田諒太選手 

も取り入れていて、視覚間認知の手の協調性、言語機能の発達などを促し、 

結果として、集中する力や読み書きする力、運動能力の発達などが養われます。 

感覚のつまずきをなくすことが、しっかりとした学習に向かうためのベースを 

つくることになります。 

 
ビジョントレーニングに取り組む村田選手 

 

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


体育祭のポスター優秀作品 

                                                                             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒会  
前期生徒会役員の活動もあとひと月あまりとなりました。大きな行事はありませんでしたが、

四中生が過ごしやすい学校にするため、現行の標準服についてのアンケートなど、四中のため

に汗を流してくれています。役員は 9 人ですが、生徒会のメンバーは四中生みんなです。全員

で力を合わせてより良い四中を作っていきましょう。 

 

専門委員会 ～前期の総括～ 

 ９月２４日（金）、生徒会専門委員会が開かれました。各委員会が前期の 

総括を行い、後期につなげる話し合いがなされました。 

 文化委員会では、今年度中止となった文化祭のポスターの中から投票で 

最優秀賞、優秀賞を選びました。その名も「幻の文化祭ポスター展」どの 

作品もまさに文化の香り漂う素晴らしい出来栄えで、選ぶのにずいぶん苦 

労していました。現在入賞作品は職員玄関前に掲示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部活動の活躍 

〇男子バレーボール部 

 池田箕面豊能郡総合体育大会     準優勝 

 豊能地区秋季総合体育大会      第３位 

 

校門の花壇が色とりどりに 
 校門のプランターや、体育館横の花壇の花の植え替えをするアドプト 

活動が、緊急事態宣言下であったので中止となりました。そこで、PTA 

運営委員の方々で、プランターの雑草を抜き、長持ちのする秋の花を選ん 

で植えてくれました。体育祭で来校される時にご覧ください。 

金賞 2-1 荒牧泰晴 銅賞 1-1 堤悠人 銀賞 2-4 仲ひなた 

 美術の夏休みの課題
「体育祭または文化祭の
ポスター作製」で提出の
あった作品から金・銀・
銅の入賞が決まりまし
た。どれも躍動感あふれ
る素晴らしい作品です。
２年１組のボルト君、速
いでしょうね。 

最優秀賞 

2-3 葉室すみれ 

優秀賞 

2-5 中谷美月 

優秀賞 

1-4 大辻和花 

優秀賞 

2-3 中谷光希 

左から 青賞 1-2 芳林樹、 

緑賞 3-6 久住楓、赤賞 1-5 渡辺至 



お知らせとお願い 

学校教育自己診断のお願い ～ご意見お待ちしています～ 
 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２９日（金）に、アンケート用紙をお子様に持ち帰ってもらいますので、ご記入のうえ 

１１月１０日（水）までに担任に提出してください。お手数をおかけしますが、貴重なご意見

を頂けたら助かります。 

 

秋の日は釣瓶落とし ～下校時は気を付けよう～ 

夏も終わり、日が短くなってきています。１０月末の日没は午後５時過ぎになります。部活

動を終えて帰るときには真っ暗です。下校時にはなるべく複数で、事故のないように気を付け

て帰宅してください。 

 

いじめ実態把握アンケートの実施 ～いじめ見逃しゼロ～ 

 10 月の中旬に箕面子どもステップアップ調査の一環として、「いじめ実態把握アンケート」

を実施します。アンケートの調査結果及び集計結果を基に、四中の実態を確認し、いじめのな

い、すべての生徒が安心して学校生活を過ごせる学校づくりに取り組んでいきます。 

 

家を出る前に確認！ ～検温と健康観察カード～ 

このひと月、生徒玄関前で健康観察カードの確認と検温、手指消毒の徹底を指導してきまし

たが、いまだにカード忘れや検温のし忘れ、カードへの未記入で登校する生徒がいます。緊急

事態宣言の解除に伴い、いったん生徒玄関での指導は終了しますが、家を出る前に検温と健康

観察カードへの記入を済ませてください。 

 

tomoLinks   
 箕面市に導入された新しいシステム「tomoLinks」の保護者対象説明会を 

8月３０日（月）に、行いました。自宅のパソコンやタブレット、スマートフ 

ォンから tomoLinksを通して学校への欠席連絡や、担任へ質問をすることがで 

きます。SDGｓの観点から今後、学校からのお便りは紙ではなく、tomoLinksを 

通してデータで送ることも考えられています。まだ登録されていない方は四中 

ホームページに説明会で使った資料をアップしていますのでご確認のうえ、登録 

をお願いします。 

 

体育祭について  

１０月１６日（土）は、体育祭を予定しています。今年度も新型コロナウイルス感染症の状

況を鑑み、午前中の開催といたします。これから体育祭に向けて、クラス旗制作・学年練習・

予行練習と、体育祭の成功に向けて取り組んでいきます。当日は生徒の椅子を離して並べるの

でスペースが必要となるため、保護者のみなさまの来場は各家庭１名とさせていただきます。

また、競技は学年ごとに行うので、グラウンドで参観いただく保護者の方も学年ごとに入れ替

えをさせていただきます。放送で案内させていただきますので、お子様の学年の競技のみの参

観となりますことをご了承願います。来校の際は名札を着用ください。 

体育祭の実施及び中止のお知らせについては、当日の午前７時過ぎに、学校から保護者のみ

なさまにメール配信をし、四中ホームページのブログに掲載いたします。１６日が雨天順延の

場合は、２０日（水）が予備日となっています。右の行事予定をご覧ください。 

一人一台タブレットを使用した英語 Cの授業 



令和３年度（２０２１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 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 月５ 12:40 15:30

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

３年 英語 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 月５ 12:40 15:30

2 土

3 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 特別 特別 12:40 15:30

4 月 ２年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 特別 特別 12:40 15:30

３年 国語 月１ 月２ 月３ 月４ 特別 特別 12:40 15:30

１年 短学活 英語テ 数学テ 社会テ なし 11:55

5 火 ２年 短学活 数学テ 理科テ 美術テ なし 11:55

３年 短学活 理科テ 数学テ 音楽テ なし 11:55

１年 短学活 国語テ 理科テ 技家テ なし 11:55

6 水 ２年 短学活 社会テ 技家テ なし 10:50

３年 短学活 技家テ 国語テ なし 10:50

１年 読書 Ｂ水１ Ｂ水２ Ｂ水３ Ｂ水４ Ｂ水５ 11:50 14:40

7 木 ２年 短学活 国語テ 英語テ 音楽テ 11:50 12:25

３年 短学活 英語テ 社会テ 美術テ 11:50 12:25

１年 読書 月１ 月２ 月５ Ａ水５ 12:40 15:30

8 金 ２年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 12:40 15:30

３年 社会 月３ 月４ 月５ 水５ 12:40 15:30

9 土

10 日 英語検定実施日

１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

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

３年 数学 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

１年 読書 道徳 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 12:40 15:30

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

３年 理科 道徳 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 12:40 15:30

１年 読書 Ａ水１ Ａ水２ Ａ水３ Ａ水４ 12:20 15:00

13 水 ２年 短学活 水３ 水４ 水５ 総合 12:20 15:00

３年 英語 水１ 水２ 水５ 総合 12:20 15:00

１年 金５ 火４ 12:40 15:30

14 木 ２年 金５ 火４ 12:40 15:30

３年 金５ 火４ 12:40 15:30

１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 12:40 13:15

15 金 ２年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 12:40 13:15

３年 国語 金１ 金２ 金３ 金４ 12:40 13:15

１年 なし -

16 土 ２年 なし -

３年 なし -

17 日

18 月 【 振 替 休 業 日 】 【 振 替 休 業 日 】

１年 読書 道徳 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 12:40 15:30

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

３年 社会 道徳 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 12:40 15:30

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

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

３年 数学 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 総合 12:20 15:00

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:25 15:05

21 木 ２年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:25 15:05

３年 理科 英検IBA 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:25 15:05

１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 生徒会選挙 12:40 15:30

22 金 ２年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 生徒会選挙 12:40 15:30

３年 英語 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 生徒会選挙 12:40 15:30

23 土

24 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 火６ 12:40 15:30

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

３年 国語 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 火６ 12:40 15:30

１年 読書 道徳 火２ 火３ 火４ 火５ 11:50 14:40

26 火 ２年 読書 道徳 火２ 火３ 火４ 火５ 11:50 12:25

３年 短学活 国語テ 数学テ 英語テ 理科テ 社会テ 11:50 12:25

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

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

３年 社会 水１ 水２ 水３ 水４ 水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

28 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 12:20 15:00

29 金 ２年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:20 15:00

３年 理科 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:20 15:00

30 土

31 日

【10月4日(月)の特別時間割】

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

5限 英語 家庭 数学 社会 理科 国語 理科A 美術 国語A 社会 体育 数学 音楽 英語C 社会A 国語 理科A

6限 理科 国語テ 社会 英語 数学 英語 体育 体育 社会 国語A 英語C 英語 社会B 国語 数学 社会A 音楽

校内行事予定

部活動

停止 金1～5+月5限

部活動

停止 中間テスト②(2科/テスト校時)

部活動

停止 中間テスト①(3科/テスト校時)

部活動

停止 月1～4限+特別*2

学年練習

金1～5限+学活

1年:水1～5限、2･3年:中間テスト③(3科/テスト校時)、部活動
(14:50/2･3年は再登校)

SC

学年練習
月1～5+A水5限、2学期後期時間割に切り替え、体育祭学年練習(１年:3･4
限、２年:5･6限、３年:1･2限)

学年練習

道徳+火2～6限、体育祭係打ち合わせ(16:10)

学年練習
部活動

停止

A水1～5限+総合(45分*6)、体育祭学年練習(1年:5･6限、2年:1･2限、3
年:3･4限)、体育祭予行準備(放課後)、部活動停止

SC

道徳+火2～6限(45分*6)、生徒相談期間(11/1まで、45分*6)

B水1～5限+総合(45分*6)、体育祭予備日(午前中)

学年練習

学年練習

体育祭予行(午前) 体育祭予行(1～4限/雨天時:金1～4限の授業)+金5･火4限

部活動

停止

金1～4限(50分*4)、体育祭前日準備(午後)、体育祭予行予備日(1～4限)、
部活動停止、※清掃なし

第47回体育祭(午前) 第47回体育祭(午前中/雨天時:B水1～4限の授業)

月1～5+火6限(45分*6)、

道徳+火2～5限(午後10分休憩)、３年:学力テスト③(5科、テスト校時)

木1～6限(50分+45分*５)、3年:英検IBA(1限) SC

金1～5限+生徒会後期役員選挙(6限)(45分*6)

金1～5限+学活(45分*6)、3年:進路説明会(13:30)、学級懇談会(15:30)

10/4(月)

A水1～５限+総合(後期学級役員決定)(45分*6)、諸費口座再振替日

木1～6限(45分*6)

 

愛の一声運動 

愛の一声運動 

晴雨とも午後１時下校（多少前後することがあります。） 


