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四中だより   1３号 
四中三訓「礼節・克己・思いやり」 

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。 
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春の息吹を感じる季節になりました 

 降り注ぐ太陽の陽射しは、日ごとに春の訪れを感じさせてくれる季節となりました。こ

のまま一気に春本番を迎えたいところですが、暑さ寒さも彼岸までと言われるように、本

格的な春の到来はもうしばらく先になりそうです。 

 さて、３年生のみなさん。２週間後に『第４６回卒業証書授与式』を迎えます。９年間

の義務教育を修了し、新しい社会に旅立つ時がやってきます。大阪北部地震、熱中症暑さ

指数による活動制限、そして新型コロナウィルス感染症と、中学校生活の期間中、大きな

環境の変化が幾度もありました。今、振り返ってどうですか。その時はいろいろ大変だっ

たこともあったと思いますが、一つひとつ乗り越えてきた実感はありませんか。これから

みなさんが歩む人生の中で、様々な困難が目の前に立ちはだかる場面があると思います。

その時は、四中で仲間とともに困難を乗り越えたことを思い出し、新しい仲間とともに解

決方法を見出し、歩む道を切り拓いてくれることを願っています。四中で学んだ四中三訓

“礼節・克己・思いやり”を忘れず、一歩ずつそして逞しく、それぞれの人生を歩んでく

ださい。 

 ２年生、１年生のみなさんは、あとひと月で進級します。３月は次の学年へ進級する準

備期間です。これまでの自分を振り返り、できたことや身についたことを確かめつつ、課

題の克服に向けて新たに取り組むことをしっかり考え、次のステージに向かいましょう。 

 最後になりましたが、保護者のみなさま、地域のみなさま、同窓会のみなさま、一年間

陰に日向に四中を支えていいただき、大変感謝しております。新型コロナウィルス感染症

の影響で、学校行事の大幅な変更を余儀なくされることが多かったこの一年でしたが、学

校へのご理解ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。今後とも、ご支援の程、宜しくお願

いいたします。 

校長 前田 勝治 

 

◇１年生の福祉ボランティア学習  

１年生は福祉ボランティア学習として、これまで授業を２回行い、①福祉やボランティ 

アの意味や自分たちのとの関わり、 ②視覚障がいをとり巻く現状と課題などを学びました。 

 3月 17日（水）には学習のまとめとして視覚障がいがある講師の方を招いて、講演をして

頂きます。 

 

 

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


◇美化委員会の取組み ～学校もあなたの心も世界一キレイにしよう～ 

後期美化委員として、これまで「ピカピカキャンペーン」を打ち出し、教室や学校をき

れいにする取り組みをしてきました。さらに、中庭を美しくしようということで、『中庭美

化 プロジェクト』を実行することにしました。1年生は学年のテーマである「K(感謝)M (メ

リハリ)D(団結)」、2年生は、7クラスの「虹」、3年生は「顔」をテーマにデザインし、各

学年で分かれて作業し、完成まで努力してくれました。中庭を華のある空間にして、学校

も心もキレイにしていきましょう。 

 

 

 

１年 

 

 

 

 

 

◇性教育聞き取り学習 ～Noと言える関係を～ 

 ３月に一般社団法人 JHC理事の尾澤るみ子先生に来ていただき、２，３年生に対して、 

性教育聞き取り学習を行う予定です。性について、知っておくべき 

知識を具体的にお話ししてもらいます。人との付き合い方についても、 

相手を尊重し、嫌なことはきっぱりと断ることも含め、自己決定がで 

きる関係の大切さを話してくださいます。 

 

◇２年生の映画祭 

 ２年生は、３月１９日（金）に映画祭を実施します。令和２年度は文化祭が中止になり、 

クラスでの舞台発表や作品を作る機会がありませんでしたが、実行委員がアイディアを出 

し、コロナ禍の中でもできることを考えました。各クラスが脚本・キャスト・撮影場所・ 

衣装に工夫を凝らして１５分の作品を作り上げています。クラスの特徴が作品に表れてい 

るようで当日の発表が楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年生の花壇 ２年生の花壇 ３年生の花壇 



◇海苔のパッケージデザインにチャレンジ 

 ３月９日の給食献立「手巻きごはん」に使用する「手巻きのり」のパッケージデザイン 

画の募集があり、市内中学校・一貫校７校から７０点の応募があり、その中から、本校１ 

年生久永琴深さんの作品が採用されました。鮮やかな色使いで、ユーモアあふれる作品で 

す。当日の給食を楽しみにしておいてください。惜しくも次点となった、本校２年生酒谷 

心花さんの作品も優しいタッチの絵で、優秀作品に選ばれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ガラ METER、現在５枚 

 職員室のホワイトボードに「ガラ METER」と書かれたボードが貼ってあります。今年度校

内で割れたガラスの枚数がその下に書いてあり、現在は５枚となっています。どの場合も

ちょっとふざけて押し合いをしたり、鬼ごっこをしていたりして割れたもので、故意に割

ったものではありませんが、ガラスの破損は一つ間違えると大きな怪我につながります。

気を付けて学校生活を送りましょう。 

 

１年久永琴深

さんの作品 

 

２年酒谷心花 

さんの作品 

 

３月１日（月）新２，３年委員選出の自己申告書配付 

３月５日（金）新２，３年自己申告書提出（期日厳守） 

４月８日（木）始業式/クラス委員選出くじ引き（生徒） 

新１年生委員選出の自己申告書配付 

４月１２日（月）新１年生自己申告書提出（期日厳守） 

４月２４日（土）オール委員会 

５月８日（土）PTA総会 

 

PTA関係 



 

令和２年度（２０２０年度）　３月　行事予定
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 SC
１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金５ 12:40 15:30

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

３年 社会 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金５ 12:40 15:30

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

2 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 道徳 水５ 水６ 水４ 水２ 水３ 12:40 15:30

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

３年 短学活 道徳 水５ 水６ なし 11:45

１年 読書 特別 特別 特別 特別 特別 特別 12:20 15:10

4 木 ２年 読書 特別 特別 特別 特別 特別 特別 12:20 15:10

３年 理科 特別 特別 特別 特別 特別 特別 12:20 15:10

１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

5 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

6 土 PTA運営委員会・アドプト活動(10:00)
7 日

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

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

３年 国語 火１ 火２ 火３ 火４ 火５ 総合 12:40 15:30

１年 読書 特別 特別 特別 特別 特別 特別 12:20 15:10

9 火 ２年 読書 特別 特別 特別 特別 特別 特別 12:20 15:10

３年 短学活 12:20 15:10

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:20 15:10

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

３年 短学活 総合 総合 総合 なし 11:30

１年 読書 特別 特別 特別 なし 11:25

11 木 ２年 読書 特別 特別 特別 なし 11:25

３年 短学活 合同練習 12:20 12:55

１年 休 業 日
12 金 ２年 休 業 日

３年 短学活 【 第46回 卒業式 】
13 土
14 日

１年 読書 月1 月２ 月３ 月４ 月5 金3 12:40 15:30

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

３年

１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 12:40 15:30

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

３年

１年 読書 道徳 水２ 水３ 水４ 水５ 水６ 12:40 15:30

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

３年

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

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

３年

１年 読書 金１ 金２ 金４ 金５ 金３ 学活 12:40 15:30

19 金 ２年 読書 金１ 金２ 金４ 金５ 12:40 15:30

３年

20 土 【　春 分 の 日　】 【 春 分 の 日 】
21 日

１年 読書 道徳 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 12:40 15:30

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

３年

１年 読書 学年集会 特別 生徒会選挙 大掃除 12:20 12:55

23 火 ２年 読書 特別 学年集会 生徒会選挙 大掃除 12:20 12:55

３年

１年 短学活 修了式 学活 なし 10:00

24 水 ２年 短学活 修了式 学活 なし 10:00

３年

１年

25 木 ２年

３年

１年

26 金 ２年

３年

27 土
28 日

１年

29 月 ２年

３年

１年

30 火 ２年

３年

１年

31 水 ２年

３年

【特別時間割】
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限 保体 保体 社会 数学 国語A 社会 技家 家技 音美 美音 理科 国語A 理科A 数学 社会 国語 英語 社会

2限 英語 理科 保体 保体 数学 国語A 数学 英語 技家 家技 音美 美音 数学 理科A 英語 社会 社会 英語

3限 音美 美音 英語 国語A 保体 理科 国語B 国語A 英語 保体 技家 家技 社会 社会 数学 理科B 国語 理科A

4限 技家 家技 音美 美音 理科 保体 保体 社会 数学 国語A 英語 社会 英語 理科B 国語 英語 理科A 数学

5限 数学 社会 技家 家技 音美 美音 理科 保体 保体 英語 国語A 数学 国語 英語 理科A 数学 総合 総合

6限 社会 国語A 理科 英語 技家 家技 音美 美音 社会 数学 保体 保体 総合 総合 総合 総合 数学 国語

1限 数学 音楽 国語A 英語 家庭 社会 英語 社会 数学 国語A 国語B 理科A

2限 社会 英語 理科 家庭 音楽 数学 数学 国語A 英語 理科A 英語 社会

3限 美術 社会 数学 国語A 英語 国語B 社会 英語 理科A 国語B 技術 数学

4限 英語 国語A 美術 音楽 数学 英語 理科A 家庭 国語A 数学 社会 英語

5限 技術 理科 国語B 社会 美術 理科A 家庭 数学 社会 英語 保健 国語A

6限 国語B 美術 英語 数学 国語A 総合 総合 総合 総合 総合 総合 総合

1限 英語 英語 国語A 数学 理科 国語B 数学 保健 技術 理科A 数学 音楽

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

3限 家庭 数学 技術 理科 英語 英語 国語A 国語B 数学 数学 英語 社会

理科 数学 英語 社会 国語A 国語A 社会 数学 英語 理科A 英語 国語A

3/11
(木)

３/４
(木)

3/9
(火)

お別れ会 卒業式練習+事前指導

卒業式練習

学年レク

公立一般出願

学年レク

卒業
式準
備

道徳+水2～6限、1年:福祉ボランティア体験（6限）、3年:府立箕面支援
学校合格発表

春季休業開始(4/7まで)、一斉退校日

道徳+月1～5限、3年:公立二次出願･面接

特別時間割(50分*2)、学年集会(1限:1年、2限:2年)、3限:生徒会役員選
挙(10:50/50分)、大掃除(11:50/30分)

金1～5限+学活、３年:大掃除+終礼(６限)、一斉退校日

1･2年:木1～6限(45分*6)、3年:公立一般入試(総合*3)、
卒業式練習準備(放課後)

月1～5+金5限、３年:公立特別合格発表(14:00)、2月諸費口座再振替日

道徳+水5･6･4･2･3限(3年:3限まで,給食なし)、３年:公立一般出願(3/5
まで)

卒業式練習特別時間割(45分*6)、3年:お別れ会(1･2限)+卒業式練習･公
立一般入試事前指導(3～5限/体育館)、諸費口座振替日

金1･2･4･5･3限+学活、昼清掃、2年:学年ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ(5･6限)、一斉退校
日

答案返却特別時間割(45分*6)、生徒会選挙管理委員会(15:50)

第46回卒業証書授与式(10:00/1･2年生は休業日)、一斉退校日

金1～5限+学活、昼清掃、1年:学年ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ(5･6限)

校内行事予定

〇

〇

〇

〇

3/23

A火1～6限&総合、2年:性教育聞き取り学習（5・6限）、施設破損点検

1限:修了式(8:50/30分)、2限:学活(9:30/30分)
3年:公立二次合格発表

諸費口座振替日、一斉退校日

B火1～6限&総合、3年：性教育聞き取り学習(1・2限)

木１～６限、3年:公立一般合格発表(10:00)

卒業式練習特別時間割(45分*3)、3年:卒業式練習(1～3限)、卒業式合同
練習(4限)、卒業式前日準備(午後)、部活動停止日

月1～５限+金3限、3年:府立箕面支援学校入試（午前中）

5.6限 

 


