
令和３年（2021年）４月３０日 

四中だより   ２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」を活用ください。 

新年度になって一カ月が経ちました 

４月８日（木）に４９期生の入学式がとり行われました。今年度から四中に就任

した立川校長先生から１年生２３５名に対して、四中三訓である「礼節・克己・思

いやり」を身につけて欲しいという話がありました。入学式には新１年生全員が出

席し、新しい生活に胸を膨らませながら話に耳を傾けていました。 

 その後、２，３年生の始業式が各教室で Zoomを通して行われました。校長先生は、

みんなが「挨拶をする、ルールを守る、授業を大切にする、相手を尊敬する」など

を大切にして学校生活を送り、居心地の良いクラス、学年、そして素晴らしい学校

をつくっていきましょうと話されました。 

 授業が始まって３週間が経ちます。どの学年も授業は落ち着いており、積極的に

手を挙げて発言したり、問題に取り組んだりする生徒が多く見られます。コロナ禍

で授業の方法にも制限がかかる中で、学校では子どもたちが楽しく学べるように工

夫をこらしています。 

 以前は「五月病」という言葉をよく耳にしました。最近はあまり使われなくなっ

ているようですが、新年度に環境が新しく変わり、自分でも気が付かないうちに身

体的・精神的な疲労が蓄積されています。睡眠・食事・軽い運動をとり、休みの日

にはゆっくり心を休める時間を持ちましょう。ゴールデンウイークでしっかり充電

して５月を迎えてください。 

 ５月に入り、クラスに慣れてくると、今までの人間関係にも変化が表れます。緊

張や遠慮がなくなってくるこれからが本当の人間関係づくりです。相手の立場に立

った思いやりのある声かけや励ましあいで温かい四中を作ってほしいものです。 

生徒指導の若井翔先生より 

 今年度、生徒指導を担当することになりました“若井翔”です。始業式のときに

もお話をさせてもらいましたが、生徒指導の仕事は「すべての生徒が安心・安全に

過ごせること」です「すべての生徒が安心して過ごせる学校」となるためには、学

校や教室が居心地のいい場所になっている必要があります。そのために、「いじめ」

がない学校を目指していきたいと思います。まずは、「いじめ」の定義について、確

認していきたいと思います。 

「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。」                         (「いじめ防止対策推進法」より抜粋) 

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


もう少しわかりやすく伝えると、 

『 いつでも、どこでも、本人が「いやだ、つらい」と感じる行動があったら、「い

じめ」である 』ということです。たとえ、自分は、遊びのつもりで言ったことや

なかまのなかでの「いじり」で相手が笑っていたとしても、本人が「いやだ、つら

い」と感じるものであるのならば、「いじめ」になります。これは、被害者の子ども

の苦しみや痛みに寄りそい、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。ですから、みなさんがほんの少しでも「いやだ、つらい」

と思うことがあれば、相談できる大人にすぐに伝えるようにしてください。また、

箕面市では、メール相談窓口を開設しています。 

 

メール相談：izimesoudan@mail1.koumusb.net 

 

 「すべての生徒が安全に過ごせる学校」となるために、地域の方たちと一緒に、

登下校中の見守りを行っています。また、市内で不審者があった場合には、箕面警

察や青少年指導センターと連携し、保護者の確認のもと、「安まちメール」や「市民

安全メール配信」で情報を受信することができます。気になることがありましたら、

いつでも学校に連絡してください。 

 最後になりますが、学校生活を充実したものにするために、 

「おもしろきこともなき世をおもしろく」(幕末の志士の高杉晋作) 

のように、自分の心次第で、変えていくことができると思います。昨年度は、「ONE 

PIECE」の活動を 1回しましたが、今年度はさらに活動していきたいと思っています。

よりよい学校にするために、一緒に取り組んでいきましょう。 

令和３年度部活動顧問 

 

顧問

男子 森田大、松波

女子 隂山、中谷、常包

男子 中井、楠本

女子 芝、里谷

男子 亀谷、上野

女子 永阪、大西

野球 男子・女子 牧戸、石井

サッカー 男子・女子 若井、松浦、吉田真

バドミントン 女子 堀米、前田

卓球 男子・女子 金田、川口、植田

水泳 男子・女子 橋本、杉下、青本

剣道 男子・女子 冨鶴、新井

陸上競技 男子・女子 野原、長谷川由、浅田

美術 男子・女子 後藤、平井、長谷川ち

茶華道 男子・女子 俵積田、藤村、藤波

工作 男子・女子 東稔、苗村、河内

吹奏楽 男子・女子 宮前、菊地、渡辺

ONE　PIECE 教職員

常包

部活名

バスケットボール

バレーボール

テニス

生徒会担当（主担）

４月１２日（月）、体育館で新

入生に対して部活動紹介が行わ

れました。今年度はコロナ禍で

密を避けるためにフロアでのパ

フォーマンスは避けて舞台での

紹介となりましたが、各部活動

が工夫を凝らして新入生を勧誘

していました。緊急事態宣言が

発出され、現在、部活動は停止

していますが、再開された時に

は部活動の中で技術を磨き、交

友を深めて、充実した中学校生

活を送ることを願っています。 

飛沫感染を避けるため打楽器だけの

演奏で紹介する吹奏楽部 



お知らせ 

《PTA総会について》 

 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り、紙面での総会とさせていただきます。 

つきましては、先日配付させていただいた議案に、４月２８日（水） 

に学校から配信したライデンメールのアンケートで回答していただ 

くことで決議を行います。回答の期限は５月７日（金）です。２８ 

日配信のメールが届いていない方は、四中までご連絡ください。 

 

 

 

《セクシャルハラスメント・体罰の相談窓口について》 

セクシャルハラスメントや体罰等に対し、四中では相談窓口を設けています。教

頭の荒井と養護教諭の平井先生が相談にあたりますので、生徒・保護者のみなさま、

何かありましたらご相談ください。 

 

《令和３年度（2021年度）学校協議会委員を公募いたします》 

 

 

 

 

 

 

今年度も多様な方々のご意見を学校運営に活かすために、公募による委員を若干名募

集いたします。四中校区にお住まいの方で、協議会委員として四中を応援しようとご尽力い

ただける方は、５月２８日（金）までに、お名前、連絡先、応募する理由をＡ４版 1枚程度にお

まとめいただき、郵送またはＦＡＸにてお申し出ください。 

【連絡先】箕面市立第四中学校 

 住所：〒５６２－００２７  箕面市石丸１－１７－１ 

ＴＥＬ：０７２－７２９－６３２２   ＦＡＸ：０７２－７２９－９７１４ 

※お問い合わせは、教頭 荒井 までお願いいたします。 

おねがい 

《熱中症予防について》 

５月になるとぐんぐん気温が上がりはじめ、中旬になると熱中症で搬送される人

がでてきます。先日配付したプリントでお知らせした通り、令和３年度から箕面市

の学校諸活動における熱中症事故予防に係る対応方針が変更されました。これまで

厳しく制限されていた学校の諸活動が十分に対応をとり、注意したうえで実施する

ことができるようになりました。学校には冷水器が設置されていますが、十分な水

分を持って登校してください。四中は衣替えの時期は設定していません。 

自分たちでその日の気温と自分の体調を考えた服装をしてください。 

 また、暑さ指数に関わらず、体調が悪い時や、体の異変を 

感じた時には遠慮せず先生に申し出るようにしてください。 

  

 

学校協議会とは、子どもたちの健やかな育ちや開かれた学校づくりを進めるために、Ｐ

ＴＡ、地域教育団体の関係者や教職員代表等で構成される協議の場です。学校教育目

標や教育内容等を知っていただくとともに、より良い学校づくりのためにご理解とご支

援をいただいております。 

3年生は朝読書の時間が朝学習に代わりました。頑張っています。 

登録がまだの方はこちらの QRコードを読み取り、空メールを送信してください。 



令和３年度（２０２１年度）　５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 SC

1 土

2 日

3 月 【 憲 法 記 念 日 】 【 憲 法 記 念 日 】

4 火 【 み ど り の 日 】 【 み ど り の 日 】

5 水 【 こ ど も の 日 】 【 こ ど も の 日 】

１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

6 木 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

１年 短学活 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

7 金 ２年 短学活 木１ 木２ 木３ 木４ 12:40 15:30

３年 国語 木１ 木２ 木５ 木６ 12:40 15:30

１年

8 土 ２年

３年

9 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 火６ 12:40 15:30

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

３年 社会 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 火６ 12:40 15:30

11 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 総合 12:40 15:30

12 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 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

13 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１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

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

３年 国語 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

15 土

16 日

１年 短学活 国語テ 社会テ なし 10:50

17 月 ２年 短学活 英語テ 国語テ なし 10:50

３年 短学活 理科テ 英語テ なし 10:50

１年 短学活 数学テ 理科テ 英語テ 11:50 12:25

18 火 ２年 短学活 社会テ 数学テ 理科テ 11:50 12:25

３年 短学活 国語テ 社会テ 数学テ 11:50 12:25

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 総合 12:20 15:00

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

３年 社会 月１ 月２ 月３ 月４ 月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

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

３年 数学 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:20 15:00

１年 短学活 学活 金１ 金５ 12:20 15:00

21 金 ２年 短学活 学活 金１ 金５ 12:20 15:00

３年 理科 金２ 金３ 金４ 学活 金１ 金５ 12:20 15:00

22 土

23 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ Ｂ水１ 12:20 15:00

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

３年 英語 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水１ 12:20 15:00

１年 読書 道徳 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 12:20 15:00

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

３年 国語 道徳 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 12:20 15:00

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

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

３年 社会 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 総合 12:20 15:00

１年 読書 木５ 木６ 木１ 木２ 木３ 木４ 12:40 15:30

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

３年 短学活 国テ 数テ 生活質問 木２ 木３ 木４ 12:40 15:30

１年 読書 特別 特別 金３ 学活 金２ 金４ 12:40 15:30

28 金 ２年 短学活 特別 特別 金３ 学活 金２ 金４ 12:40 15:30

３年 短学活 学活 金２ 金４ 12:40 15:30

１年

29 土 ２年

３年

30 日

１年 読書 月１ 月２ 月５ 木１ 12:40 15:30

31 月 ２年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 12:40 15:30

３年 短学活 月３ 月４ 月５ 木１ 12:40 15:30

【5月28日(金)の特別時間割】（未定です）

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

1限 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

2限 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

学年練習

ｽﾎﾟｰﾂﾃｽﾄ

生徒会

専門委

特別*2+金3限+学活+金2･4限
3年ｽﾎﾟｰﾂﾃｽﾄ(１～３限)、簡単清掃、生徒会専門委(16:10)

学年練習
月1～5限+特別、体育祭学年練習(１年:3･4限、２年:5･6限、３年:1･2限)、教育
実習開始(6/18まで)

学年練習

生徒

議会

木5･6･1･2･3･4限、3年:全国学習･学力状況調査(1～3限/国･数:各50分、生活
質問25～45分)、生徒議会(16:10)

〇

月1～5+B水1限(45分*6)

生徒

相談②
B水1～5限+総合(45分*6)、生徒相談②(15:40)

生徒

相談①
道徳+火2～6限(45分*6)、生徒相談①(15:40)

木1～6限(45分*6)、尿検査2次 〇

ｽﾎﾟｰﾂﾃｽﾄ
部活動

編成

金2～4限+学活+金1･5限(45分*6)、1･2年ｽﾎﾟｰﾂﾃｽﾄ(１～３限)、部活動編成
(15:40)

ｽﾎﾟｰﾂﾃｽﾄ

中間テスト②(3科/テスト校時)、心臓検診予備日

月１～５限+総合(45分*6)

部活動

停止
中間テスト①(2科/テスト校時)

部活動

停止
金1～5限+学活

部活動

停止
木1～6限 〇

部活動

停止
A水1～5限+総合

部活動

停止
道徳+火2～6限、結核検診

部活動

停止
月1～5+火6限、中間テスト１週間前、部活動停止(5/17まで)

身体測定

木1～6限、身体測定(1年:1･2限、2年:5･6限、3年:3･4限)身体測定

身体測定

金1～5限+学活、心臓検診1次(13:30/1年全､2･3年一部) 〇

校内行事予定

 

朝の挨拶運動（生徒会） 


