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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。 

クラスの絆 

１１月 霜月を迎えました。朝夕の冷たい空気に秋の深まりを感じます。校長室の窓から見

える箕面の山も、少しずつですが木々の葉が思い思いの色に染まってきています。今月は鮮や

かな秋の変化を楽しめそうです。 
 さて、１０月１６日（土）には、快晴の空の下、第４７回体育祭を開催することができまし
た。午前中開催、保護者の方の入場も１家庭１名のみ、観客席も入れ替え制など、多くの制約
がありご不便をおかけしましたが、盛況のうちに終えることができました。ご理解ご協力を賜
りまことにありがとうございました。子どもたちは、大いに楽しみながらも、感謝の気持ちを
もって、全力で競技を行ってくれました。そして、学年を超えて、勝者にも敗者にも大きな拍
手で健闘を称えていました。本当に久しぶりに保護者の方をお招きしての学校行事が開催でき、
教職員一同喜んでいます。 
 １１月を迎え１週目に行う１年生野外活動、２年生校外学習、３年生修学旅行も是非開催し
たい行事です。その中で、体育祭で芽生えたクラスのまとまりをさらに強めてほしいと思いま
す。各学年の校外学習では班別行動が取り入れられており、それぞれやり遂げてほしい課題が
あります。その課題を達成するために大切になってくるのが、リーダーとして頑張ってくれる
人の存在ですが、なかなか大変な役目です。時には人間関係で悩むこともあるかもしれません
が、そういう時こそ人は大きく成長できると、これまで多くの生徒を見てきて感じます。そし
て、リーダーを支える周りの人が、与えられた役目を果たすことで、班活動がうまくいき、ク
ラスの団結も高まります。「同じ釜の飯を食う」という言葉がありますが、同じ場所でしばらく
生活し、苦しいことも楽しいことも一緒に経験することで仲間意識が深まります。是非、各学
年の校外学習では、リーダーを中心にしっかり取り組み、その中で改めて友だちのよさを見つ
け、絆を深めてほしいと思います。特に３年生はこれから進路選択の厳しい時期を迎えますが、
「同じ釜の飯」を食べた仲間どうし、進む道は違っても励まし合い、支え合い、困難を乗り越
えられるクラスをめざしましょう。保護者の皆さまも、校外学習を経て成長する子どもたちを
見守ってください。よろしくお願いします。 
 １０月２９日                       校長 立川 隆志 

 

クラブ活動について 

本校における部活動の目的は、以下の通りとして各クラブ活動を行っています。  
・集団活動を通して生徒の自主性，社会性を身に付けさせ，豊かな人間性を育成する。 
・生徒の個性を伸長することで，自尊心を高め，学校生活をより楽しくする。  
・生徒の体力や向上心を高め，健康で文化的な生活が送れるようにする。  
・教師と生徒が同じ目的に向かって活動することで，生徒と教師の関わりを深め，学習指導や
生活指導が効果的に行われるようにする。 
また、顧問につきましては、年度当初に管理職より依頼をして行ってもらっています。必ず

しもその部活の専門的知識や経験のある先生が受け持っているわけではありません。無理を言
って受け持ってもらっているクラブもたくさんあります。そんな中で、多くの先生が、プライ
ベートの時間を割いて土曜・日曜の部活動の指導を行いながら、競技の指導法を、独学で勉強
したり、他校の顧問から学んだりしてくれています。 
本校の部活動でも、個人に応じた競技技術の向上は目標としていますが、『勝利至上主義』や

『トップ選手の育成』などを目標とした指導は行っておりません。 
我が子が部活で上達してくれたらという願いもあるかと思います。コロナ禍でなければ、各

クラブで部活懇談を開催して、ご理解をいただくべきところですが、現在の状況を鑑み、この
書面にて、本校の部活動についてご理解いただければと思います。部活動において何かござい
ましたらご連絡ください。今後とも本校部活動に、応援、協力いただけますようよろしくお願
いいたします。                       校長 立川 隆志 

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


体育祭 

 １０月１６日（土）、青空の下、箕面市立第四中学校第４７回の体育祭が行われました。コロ

ナ禍で、午前中に短縮されての実施となりましたが、競技に参加する生徒だけでなく、クラス

旗の作成でデザインや色塗り、前日の会場設営、当日のアナウンスや記録、審判などさまざま

な生徒が体育祭を成功させるために頑張りました。 
１年生の学年種目は「綱引き」でした。綱の真ん中につけた印が行ったり来たりする接戦が

多く、応援しているほうも力が入りました。 
２年生は「考えるな・駆け抜けろ・やればできる４８期生リレー」で、昨年度に引き続き、

クラス全員がバトンをつなぎました。何日も前から多くの生徒が昼休みに校庭でバトンの受け
渡し練習をしていました。 
 最後の体育祭となる３年生は、早くからクラス一丸となってダンスの練習に励んできました。
当日、楽しそうに踊る３年生と、それを手拍子で応援する下級生の姿は四中が一つになった素
敵な光景でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラス旗の表彰 

 

   

 

部活動の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇体育祭学年種目表彰〇 

１年学年種目   優勝 ３組  準優勝 ６組 

２年学年種目   優勝 ２組  準優勝 １組 

３年学年種目   優勝 ２組  準優勝 ３組  ３位 ５組 

 

息を合わせて綱を引こう！ 速い、遅いは関係ない。全員でバ

トンをつなぐことが大事なんだ！ 

心に刻め、中学生最後の体育祭！ 

1-5 2-1

 

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

〇卓球部 

第６５回秋季市民体育大会卓球   

Jrの部  女子２年優勝     坂口萌衣 

〇野球部 

第４回豊能地区秋季軟式野球大会 第３位 

〇男子バレーボール部 

秋季豊能地区大会        第３位 

〇男子テニス部 

 第６５回秋季市民体育大会テニス  

Jr男子の部 シングルス第３位 近藤名於 

 

〇水泳部 

 箕面市中学校競技会 水泳競技の部 

 女子 400m リレー 第 2 位(5:35.10) 

  久富 伊藤 米田 中田 

 女子 400m メドレーリレー 第２位(6:15.47) 

  中田 米田 伊藤 久富 

 ２年男子 50m 自由形 優勝(30:35) 海來智哉 

 １年女子 200m 個人メドレー優勝(2:53.46) 中田美裕  

              第２位(3:43.95) 伊藤綾香 

 １年女子 100m 自由形   第３位(1:33.75) 久富瑶和 



後期生徒会役員選挙 
 １０月２２日（金）、後期生徒会の役員選挙が行われました。Zoom による立候補者の演説と、
応援演説を教室で見た後で投票が行われ、後期生徒会役員が決定しました。立候補者の、緊張
しながらも四中をより良くしていきたいという熱い想いと、応援者のユーモアあふれるスピー
チに各教室からは大きな拍手が響いていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新しく来られた先生 

西尾健志先生（１０月１日から勤務） 

１０月１日から箕面市立第四中学校に赴任させていただきました西尾健志で 
す。大阪の枚方市で生まれ育ちました。自然豊かな箕面で働けて、うれしいで 
す。先生の仕事は初めてで、未熟ではありますが、子どもたちのパワーに負け 
ないように、笑顔と情熱を大切にしていきます。子どもたちが、箕面市立第四 
中学校で楽しい生活を送ることができるようにお手伝いしていきます。 

 

コーリング・モーガン・エリザベス（モーガン先生）（１０月１３日から勤務） 

Thank you for the warm welcome, everyone.  I’m so excited to be back in Japan! 
I can’t wait to share my culture and language with you.  Please teach me about Japan in 
return.  I was happy to learn about Sports Day from you last week. 
Let’s all do our best this year! 

 
皆さん、温かく迎えていただきありがとうございました。日本に戻ってこら 
れてとても嬉しいです！ 私たちの文化と言語を共有できればと思います。日 
本について教えてもらえると嬉しいです。先週の体育祭はとても面白かったで 
す。頑張りますのでよろしくお願いします。 

 

 

イングリッシュ・エクスプレッション・コンテストに参加 
 １１月１３日（土）萱野小にて、第７回箕面市イングリッシュ・エクスプレッション・コン
テストが開催されます。箕面四中からは、田中遥稀さん（１年生）、崎山友莉七さん（２年生）、
種池諒さん（２年生）が出場します。頑張ってきてください。 
 

下校時間が早まります 
 11 月１日から１月末まで完全下校時間が１７時１０分となり、これまでより３０分早まりま
す。部活動の時間も短くなるので、充実した練習になるように心がけましょう。 
 

 

後期生徒会役員のみなさん 
会長   中島 菜々子（２年）     執行委員 田中 玲  （２年） 
副会長  西川 豊仙 （２年）          種池 諒  （２年） 
副会長  吉原 綸  （１年）          野川 真咲 （１年） 
                         小森 彩楽 （２年） 
                         國塩 遼太 （２年） 
                         坂本 紗英 （１年） 
     

     

     

 

 

少し緊張しながらも堂々とした演説 真剣に演説を聴き、熱い拍手 



令和３年度（２０２１年度）　１１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 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 学活 12:20 15:00

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

３年 英語 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 学活 12:20 15:00

１年 1年:野外活動(マキノ)1日目 - -

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

３年 3年:修学旅行(長崎)1日目 - -

3 水 1年:野外活動、3年:修学旅行 2日目【文化の日】 1年:野外活動、3年:修学旅行 2日目 【文化の日】

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

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

３年 3年:修学旅行(長崎)3日目 - -

１年 1年:野外活動の振替休業

5 金 ２年 2年:校外学習(神戸) - -

３年 3年:修学旅行の振替休業 - -

6 土

7 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 火３ 12:40 15:30

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

３年 国語 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 火３ 12:40 15:30

１年 読書 道徳 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 12:40 15:30

9 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 水６ 12:20 15:00

10 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 12:40 15:30

11 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 12:40 13:15

１年 読書 金１ 金２ 金３ 金５ 金４ 学活 12:40 15:30

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

３年 英語 金１ 金２ 金３ 金５ 12:40 13:15

13 土 PTA運営委(9:00)、大阪府生徒会サミット(午後)、第７回箕面市ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｴｸｽﾌﾟﾚｯｼｮﾝｺﾝﾃｽﾄ

14 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 火６ 12:40 15:30

15 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４ 火５ 火２ 火３ 火６ 12:20 15:10

16 火 ２年 読書 道徳 火４ 火５ 火２ 火３ 火６ 12:20 15:10

３年 社会 道徳 火４ 火５ 火２ 12:20 12:55

１年 読書 Ａ水１ Ａ水２ Ａ水３ Ａ水４ Ａ水５ 生徒総会 12:20 15:00

17 水 ２年 読書 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 生徒総会 12:20 15:00

３年 数学 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 生徒総会 12:20 15:00

１年 読書 木１ 木２ 木５ 木６ 木３ 木４ 12:20 15:10

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

３年 理科 木１ 木２ 木５ 木６ 12:20 12:55

１年 読書 金１ 金３ 金４ 金５ 金２ 学活 12:20 15:10

19 金 ２年 読書 金１ 金３ 金４ 金５ 金２ 学活 12:20 15:10

３年 英語 金１ 金３ 金４ 金５ 12:20 12:55

20 土

21 日

１年 読書 月１ 月２ 月４ 月５ 月３ 火２ 12:20 15:10

22 月 ２年 読書 月１ 月２ 月４ 月５ 月３ 火２ 12:20 15:10

３年 国語 月１ 月２ 月４ 月５ 12:20 12:55

23 火 【 勤 労 感 謝 の 日 】 グラウンド貸出(全日)

１年 なし Ｂ水１ Ｂ水２ Ｂ水３ Ｂ水４ Ｂ水５ 水６ 12:10 15:00

24 水 ２年 なし 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 総合 12:10 15:00

３年 なし 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 総合 12:10 15:00

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:20 15:00

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

３年 社会 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:20 15:00

１年 読書 道徳 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 12:20 15:00

26 金 ２年 読書 道徳 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 12:20 15:00

３年 数学 道徳 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 12:20 15:00

27 土

28 日 グラウンド貸出(全日)

１年 短学活 理科テ 社会テ 保体テ なし 11:55

29 月 ２年 短学活 国語テ 英語テ 保体テ なし 11:55

３年 短学活 英語テ 国語テ 保体テ なし 11:55

１年 短学活 国語テ 数学テ 英語テ 11:50 12:25

30 火 ２年 短学活 社会テ 数学テ 理科テ 11:50 12:25

３年 短学活 数学テ 理科テ 社会テ 11:50 12:25

【未定行事】

1･2年の参観と学級懇談会はありません。

青少年弁論大会は中止されました。

1年:野外活動(マキノ)1日目、2年:水1～5限+総合、3年:修学旅行(長崎)1日目

校内行事予定

月1～5限+学活(校外学習事前指導)(45分*6)、下校時刻17:10 に変更

生徒会

専門委

月1～5+火3限、簡単清掃、生徒会専門委･営繕講習会(後期新役員/16:10)、愛の一声運
動

木1～6限、3年:修学旅行(3日目)、1年:1限学活(木1の授業は11/12金 学活と入れ替
え)

SC

2年:校外学習(神戸)、1･3年:振替休業

部活動

停止
B水1～6限･総合(45分*6)、部活動停止

生徒

議会
道徳+火2～6限、生徒議会(後期新役員/16:10)、施設破損点検、諸費口座振替日

木1～6限(3年:4限まで)、歯科検診(1年:8:50､13:30/談話室) SC

金1･2･3･5･4限+学活(3年:4限まで)、2年:職業学習聞き取り(6限/学活･教室/5限目2年
体育は避ける)、愛の一声運動

進路懇談会①

A水1～5限+6限:生徒総会(総合)(45分*6)

月1～5+火6限

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

金1･3･4･5･2限(45分*4+50分*2/3年:4限まで)、1年:明日チャレ(5･6限/金2の授業
は12/7火の道徳と入れ替え)、進路懇談会③(午後)

進路懇談会③

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

進路懇談会②

部活動

停止

B水1～6限･総合(朝読･朝学なし/8:40から1限目/45分*6)、清掃なし、起立性障害研
修会(15:20/保護者参加可)

部活動

停止 月1･2･4･5･3+火2限(45分*4+50分*2/3年:4限まで)、進路懇談会④(午後)、期末テス
ト１週間前、部活動停止(11/29まで)

進路懇談会④

部活動

停止
道徳+火2～6限(45分*6)

部活動

停止
木1～6限(45分*6) SC

期末テスト②(50分*3/テスト校時)

部活動

停止
期末テスト①(50分*2+25分/テスト校時)、諸費口座再振替日

 


