
令和３年（2021年）１１月３０日 

  四中だより  ９号 
四中三
よんちゅうさん

訓
くん

「礼節
れいせつ

・克己
こ っ き

・思いやり
おも

」 

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」でも受け付けています。 

2 学期の振り返り 
いよいよ１２月、師走になります。慌ただしさが増しますが、新年を迎える期待に胸が膨ら

む月でもあります。１１月には、各学年で校外学習を無事終えることができました。天候に恵

まれ、どの学年も計画した取り組みを行うことができました。私は３年生の修学旅行に同行し

ました。１日目のペーロン大会ではクラスみんなで力を合わせて取り組む姿を見ることができ

ました。２日目の午前中は、原爆資料館で展示物にじっくり見入り、平和ガイドさんの話にし

っかり耳を傾けていました。午後のフィールドワークや夜のレクリエーション、３日目のハウ

ステンボスでは、笑顔いっぱい仲間と楽しむ姿がありました。新大阪駅に戻ってきたみんなの

表情も満足感にあふれていました。２泊３日の修学旅行で学んだこと、体験したことを、大き

な宝物にして今後の学校生活につなげてほしいものです。昨年よりコロナ禍の中で、いろいろ

な学校行事が中止となったり制限が入ったり、生徒のみなさんは我慢を強いられてきました。

今回もマスク着用など新しい生活様式の中ではありましたが、久々にみんなで伸び伸びと活動

できたことはうれしい限りでした。 

 さて、２学期も終わりに近づき、１２月１７日からは学期末懇談です。校外学習や各学年の

総合の時間の取り組みなどで、普段の学校生活では見ることのできない子どもたちの姿を見る

ことができました。こうした様々な機会でのお子さまの姿を懇談会でお伝えできればと思いま

す。また、学校では分からないご家庭でのお子さまの様子も伺いながら、がんばったことを中

心に２学期の生活を振り返っていきたいと考えています。また、３年生は、お子さまの思いを

尊重しながら、納得のいく進路選択ができるようにお話しできればと思います。有意義な三者

懇談になりますようよろしくお願いします。 

 保護者や地域のみなさまにおかれましては、今年も本校の教育活動にご理解とご支援をいた

だき、誠にありがとうございました。これからも生徒を中心に据え、教育の充実・発展に努め

ていきたいと思いますので、みなさまのお力添えをよろしくお願いいたします。 

 １１月３０日                       校長 立川 隆志 

あすチャレ！スクール 

 １１月１９日（金）1年生対象に「あすチャレ！スクール」が開催されました。 

パラリンピック出場選手の加藤正さんがお越しになり、車いすバスケットボールの説明やデモ

ンストレーションの披露、講話をしてくださいました。講話の前にはバスケ部の生徒や学年の

先生による車いすバスケの試合があり、大いに盛り上がりました。 

 講話では、加藤さんの生い立ちや、大事にしていることを話してくれまし 

た。「自分の武器を見つけることが大事である。」というメッセージは子供 

たちの心に響いたのではないでしょうか。 

居住地校交流 

１１月１２日（金）豊中支援学校との居住地校交流が 

ありました。豊中支援学校から豊川南小卒業の 2名が 

四中に来てくれました。コロナ禍で、一緒に休み時間を 

過ごしたり、給食を食べたりといった交流はできません 

でしたが、2人が作った作品を持ってきてくれました。 

四中を代表して 1年生の 2人が受け取り、1年生のフロアに飾ってあります。 

豊中支援学校生徒の作品 久しぶりの対面 

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


各学年の行事 

1年生 

 11 月 2 日（火）から 1 泊 2 日で滋賀県マキノに野外活動に行ってきました。コロナ禍で 11

月実施となり寒さを心配していましたが、小春日和の暖かい 2 日間で、カヤックや、マウンテ

ンバイクなどのアクティビティを通して交流を深めていました。実行委員の生徒たちが考えた

ゲームにみんなが積極的に参加する姿は、自分たちでこの行事を成功させようとする意気込み

を感じることができました。 

2年生 

秋晴れの素晴らしい天気の中、2 年生は神戸のフィールドワークを行いました。今回の校外学習

は、「自ら調べ・考えて計画をたて、その計画に従い、班で協力しながら責任ある行動をとる。」、

「公共のルールを守り、安全で自律した行動をとる。」「感染症対策を意識し、行動する。」など

を目標に掲げました。事前の計画では、生活班ごとにタブレットや観光本を駆使して、チェッ

クポイントである南京町や生田神社を中心に神戸市内を満喫できる行程表を作成しました。当 

日は北千里駅に集合し、神戸動物王国、王子動物公園、カワサキワールド、北野異人館など神

戸市内の様々な場所を散策し、大きな事故・ケガなく北千里駅まで帰ってきました。事前の計

画・当日の行動ともに失敗も成功もあったと思いますが、その両方を糧に今後の生活、修学旅

行につなげてもらいたいと思います。 

3年生 

 ４７期生の修学旅行は、生徒が自分たちでルール決めをし、夜のレクリエーションの計画を
立て、自分たちで創り上げたものとなりました。当初予定の沖縄から長崎に変更になり、最終

的に 11 月になるまでは実施も危ぶまれましたが、3 年間の集大成にふさわしい素晴らしい修学

旅行となりました。 

 

 

 

 

 

ようこそ、四中へ Copeland Samantha Alysia（サミー先生） 
11月９日、四中に新しい ALTが勤務されました。これで四中には４人の ALTがいることにな

ります。休み時間や放課後に、廊下では生徒が ALT と自然に英語で会話している姿が見られま

す。サミー先生から、みなさんへのメッセージを紹介します。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello everyone! My name is Sammy Copeland and I am  
from Texas.  I am a new ALT at 箕面市立第四中学校.  
I have now been at the school for two weeks, and all the 
 teachers and students have been wonderful.  
I have enjoyed getting to go to classes and interesting with 
 all the students.  I have even gotten to attend some  
clubs like the Girl’s volleyball club.  I look forward to  
getting to know all the students.  Let’s have a good rest  
of the year! 

 

はじめまして皆さん！私はサミー・コープランドです。アメリカのテキサス州から来まし
た。箕面市立第四中学校の新しい ALT です。四中に来て、２週間になりますが、生徒のみ
なさんも先生方もとても素敵です。授業をしたり、生徒と交流するのはとても楽しいです。
女子バレーボール部のような部活動にも参加しました。すべての学生と知り合えることを
楽しみにしています。さあ、これから一緒に楽しみましょう。 

1 年：マウンテンバイク ２年：生田神社でおみくじ 3 年：平和学習 



四中生の活躍 

〇生徒会 

令和３年度大阪府生徒会サミットに参加しました。 

 11月 13日（土）、大阪府庁で令和 3年度大阪府生徒会サミットが「大阪から 

いじめをなくすために～コロナ禍だからこそ、いじめを起こさない学校をつく 

るために生徒会ができること～」をテーマに開催されました。 

 箕面四中からは、前期生徒会の伊藤鳳生さん、中島菜々子さんが代表として 

参加し、はじめのあいさつを行いました。あいさつでは、コロナウイルス感染 

症の影響におけるさまざまな制限によって今までに感じたことのないストレス 

を抱え、そのストレスをインターネット上で発散させる人が増えているのでは 

ないかという問題提起と、生徒会が中心となっていじめの実態を知り発信する 

必要があることを話しました。 

 その後の全体協議やグループ協議では二人ともよい緊張感の中、積極的に自 

分の考えを発表し、他校の取り組みに熱心に耳を傾けていました。この経験を 

生かして、今後の四中生徒会の活動がより活発になることを期待しています。 

〇男子バレーボール部 
池田箕面豊能地区 男子バレーボール 第３位 

豊能地区秋季総合体育大会 男子バレーボール 第３位 

豊能地区新人大会  男子バレーボール  準優勝 

〇剣道部 
秋季豊能地区中学校剣道大会  男子団体 第３位   

               女子団体 第３位 

〇軟式野球部 
豊能地区中学校秋季軟式野球大会  第３位 

第６９回池田箕面豊能郡中学校   準優勝 

〇中学生の「税についての作文」 豊能納税貯蓄組合連合会優秀賞 バルマ聡真 

〇第７回イングリッシュ エクスプレッション コンテスト  
1年の部 参加賞 田中遥稀  

                      2年の部 参加賞 崎山友莉七 

海外部門 優秀賞 種池諒 

 

 

お知らせとお願い 

〇学校閉校日について 

今年度は、12月 25日（土）から１月 10日（月）まで冬季休業となります。また、12月 28 

日（火）から 1 月 4 日（火）までが学校閉校日で、電話対応等も警備会社に転送されます。

ご不便をおかけしますが、緊急の連絡がある場合にはその旨を警備会社にお伝えいただけば、

こちらから連絡させていただきます。 

〇１月の主な行事 

１月 11日（火）始業式 諸費口座振替日 

１月 13日（木）1.2年：大阪府チャレンジテスト 3年：学力テスト 

１月 17日（月）防災訓練 

１月 21日（金）私学一斉出願 

１月 26日（水）～1月 28日（金） 3年生学年末テスト 

１月 27日（木）新入生入学説明会 

表彰されるバルマさん 



令和３年度（2021年度）　１２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 道徳 火２ 火３ 火６ 12:20 15:00

1 水 ２年 読書 道徳 火２ 火３ 火６ 12:20 15:00

３年 理科 道徳 火２ 火３ 火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

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

３年 英語 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

１年 読書 金４ 金５ 金１ 学活 12:40 15:30

3 金 ２年 読書 金２ 金３ 金１ 学活 12:40 15:30

３年 国語 金２ 金３ 金４ 金５ 12:40 15:30

4 土

5 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 12:40 15:30

6 月 ２年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 12:40 15:30

３年 社会 月１ 月２ 月３ 月４ 12:40 15:30

１年 読書 道徳 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 12:40 15:30

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

３年 数学 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 Ａ水５ 水６ 12:20 15:00

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

３年 理科 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 12:20 15:00

9 木 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 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 月５ 12:40 15:30

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

３年 国語 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 月５ 12:40 15:30

11 土 学習室おたのしみ会、みのお市民人権ﾌｫｰﾗﾑ(12/11～1/10視聴可)

12 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月５ 月４ 火４ 12:20 15:10

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

３年 社会 月１ 月２ 月３ 月５ 12:20 12:55

１年 読書 道徳 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 12:20 15:10

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

３年 数学 道徳 火２ 火３ 火４ 12:20 12:55

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

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

３年 理科 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 総合 12:40 15:30

１年 短学活 木５ 木６ 12:40 15:30

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

３年 英語 金２ 金３ 木１ 木２ 木５ 木６ 12:40 15:30

１年 読書 金３ 金４ 金５ 学活 12:20 12:55

17 金 ２年 短学活 12:20 12:55

３年 国語 金３ 金４ 金５ 学活 12:20 12:55

18 土

19 日

１年 読書 火５ 特別 特別 学年集会 12:20 12:55

20 月 ２年 読書 火５ 学年集会 特別 特別 12:20 12:55

３年 社会 火５ 特別 学年集会 特別 12:20 12:55

１年 短学活 国語テ 社会テ 数学テ 11:50 12:25

21 火 ２年 短学活 社会テ 国語テ 数学テ 11:50 12:25

３年 数学 特別 11:50 12:25

１年 短学活 英語テ 理科テ 生活調査 11:50 12:25

22 水 ２年 短学活 理科テ 英語テ 生活調査 11:50 12:25

３年 理科 生活調査 11:50 12:25

１年 読書 道徳 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 12:40 15:30

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

３年 英語 道徳 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 12:40 15:30

１年 読書 総合 大掃除 終業式 学活 なし 12:05

24 金 ２年 読書 総合 大掃除 終業式 学活 なし 12:05

３年 国語 総合 大掃除 終業式 学活 なし 12:05

25 土

26 日

１年

27 月 ２年

３年

１年

28 火 ２年

３年

１年

29 水 ２年

３年

１年

30 木 ２年

３年

31 金

【12月20日(月)、21日(火)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

2限 国語 数学 音楽 社会 技術 理科 美術 数学 英語 理科A 国語 英語

3限 数学 理科 英語 技術 社会 国語 社会 社会 数学 数学 国語A

4限 理科A 数学 理科B 英語 社会 理科A 美術 社会B 数学 社会A 国語

1限 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 音楽 社会A 美術 英語C 体育 体育

学校閉校日

12/21(火)

学校閉校日

12/20(月)

学年集会

学年集会

学年集会

総合(8:50/50分/薬物乱用防止教室)+大掃除(9:50/50分)+終業式(10:50/30分)+学活
(11:30/30分)

冬季休業開始(1/10まで)、諸費口座再振替日

学校閉校日

学年発表

道徳+月1～5限

学年発表リハ

期末

懇談④

1･2年:箕面ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ調査②(理英･生活調査/テスト校時)、3年:学年発表(1･2限)+学活(生
活調査)、期末懇談会④(午後)、ONE PIECE クリスマスイベント(14:00/学習室)

期末

懇談③

1･2年:箕面ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ調査①(国社数/テスト校時)、3年:特別+学年発表ﾘﾊ(2･3限)、期末懇
談会③(午後)、

学年レク

期末

懇談②

火5限+特別*3(45分*4/時間割は備考欄参照)、学年集会(2限:2年､3限:3年､4限:1年)、期末
懇談会②(午後)

期末

懇談①
金3～５限+学活(45分*4)、2年:学年レク(1～4限)、期末懇談会①(午後)

道徳+火2～6限(45分*4+50分*2/3年:4眼まで)

B水1～6限･総合

学年レク

金2･3+木1･2･5･6限、1年:学年レク(1～4限) SC

木1～6限(45分*6)、諸費口座振替日 SC

金1～5+月５限

月1･2･3･5･4+火4限(45分*4+50分*2/3年:4眼まで)

SNS講習会

道徳+火2～6限

SNS講習会
月1+総合･道徳+月2･3･4限、SNS講習会&まとめ(2･3限目/総合&道徳)、SNS保護者向け
講演会(3限目)、一斉退校日

SNS講習会

部活動

停止
A水1～6限･総合(45分*6)、箕面市生徒会学習会(放課後)

LGBTQ講演会
生徒会

専門委

金2･3･4･5･1限+学活、簡単清掃、生徒会専門委(16:10)、青少年を守る会統一活動日
(7:50)、全学年:LGBTQ講演会(大久保さん/総合*2/体育館)、少年を守る会統一活動日

LGBTQ講演会

LGBTQ講演会

校内行事予定

SC

交通安全教室

道徳+火2+総合*2+火3･6限(45分*6)、交通安全教室ｽｹｱｰﾄﾞｽﾄﾚｰﾄ(3･4限/総合*2)交通安全教室

交通安全教室

生徒

議会
木1～6限、生徒議会(16:10)、学校協議会(16:00)

 


