
令和３年（2021年）５月３１日 

  四中だより  ３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」でも受け付けています。 

各学年の「総合的な学習の時間」の取組み 

～自分たちで課題を見つけ、その解決に取り組み、発表する力をつけています～ 

 

〇第一学年（国際理解学習） 

 第一学年では、世界で起こっている様々な問題について調べ、話し合い、どうす

れば解決に導けるのかを考える学習をおこなっています。第一回目は教員の調べた

ロヒンギャ難民問題についてのパワーポイントを見て、ご家庭に持ち帰り、家族で

話し合うことを課題としました。生徒たちはそこで新たな世界の問題に触れます。

第二回目はそれを学習班で発表しています。今後班として取り組む問題が設定され、

議論し解決策を考えていく予定にしています。 

 

〇第二学年（キャリア教育） 

 第二学年では、自分の進路「生き方」について、様々な面から考える取組みを始

めています。自分の「持ち味」って何だろうと考えたり、将来仕事を選ぶときに大

切にすることなどを考え、交流しました。これからも仕事調べなどに取り組み、将

来について考えていきます。 

 

〇第三学年（長崎ガイドブックづくり） 

 第三学年では、修学旅行が５月から９月に延期になったことを受け、「より長崎に

ついて知ることができる」と前向きにとらえるために、「長崎調べ」に取り組み始め

ました。そして、ただ調べるだけでなく、まるで「ガイドブック」のように誰もが

楽しんで読むことができるように班ごとに調べる内容を分担し、一人ひとりがタブ

レットを使って記事を作成していきます。 

完成したものは各クラスに保管して、みんなが休み時間などに読めるものにする

予定です。分担作業も、調べる作業もとても積極的に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年生           ２年生          ３年生 
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こども支援コーディネーターの紹介 

今年度、四中に「こども支援コーディネーター」が配置され、芝先生が担当するこ 

とになりました。「こども支援コーディネーター」について、芝先生からの紹介です。 

一言でいうと「みんなの先生」です！ 

全員が「笑顔」で学校生活を送れるようになることが目標です！ 
 

笑顔で生活するためには何が必要でしょう？次のようなことではないでしょうか。 

①勉強がわかる、授業が楽しい  

②友達との仲がよい 

③クラスが協力・団結できる 

④先生との信頼関係がある 

⑤家が安心できる、心休まる 

 「今、とても楽しい」という人に対しては、もっと笑顔になるために何ができる

か、「今、とてもつらい」という人に対しては、どうしたら笑顔になれるかを他の先

生たちと協力しながら考えています。やっていることは多方面に渡ります。「コーデ

ィネーター」とは「物事が円滑に行われるように、全体の調整や進行を担当する人」

という意味です。みなさんの笑顔が守られるように頑張ります。どんなに小さなこ

とでも気になることがあれば気軽に相談してくださいね。いつでも大歓迎です。 

 

     「３Dボックス」はじめます！ 

ぜひ活用してください！ 
 職員玄関の前にある生徒会掲示板と賞状などが飾られてある棚の間に「相談 BOX」

があります。「Dだれでも」「Dだれにでも」「Dどんなささいなことでも」悩みや相
談事などを書いて投書して構いません。その際、次のルールを守るようにしてくだ

さい。 
 

  ①宛名(どの先生に向けたものなのか)を書く 

  ②差出人(誰が書いたものなのか)を書く 

   →どうしても匿名(名前を書かないこと)がいい場合は構いませんが、対応が

できなくなることもあります。 

  ※みなさんが下校した後、私が責任をもってボックスの中身を確認します。投

書の中身は見ずに宛名の先生に渡します。 
 

 「先生に相談したいことがあるけれど、なかなか面と向かってはできない」とい

う人は、ぜひ活用してください。ただし、生徒会の目安箱と同様に、いたずらや冷

やかしはやめましょう。先生たちはみなさんの悩みが解決でき、笑顔で生活してく

れることを望んでいます。 

こども支援コーディネーターの芝 貴文(しば たかふみ)です。今

年度から四中に新しく配置された役職です。「いったい何の先生？」

とわからない人も多いと思います。なので、紹介したいと思います。 



ピンクシャツデー    ～こんな学校にしませんか？～ 

 ２００７年、カナダの学校で、ある男子生徒がピンク色のシャツを着て登校したこ

とから、ホモセクシュアルだとからかわれ暴行を受け、耐えきれずに帰宅してしま

いました。それを聞いた二人の生徒は、「いじめなんてもううんざりだ。アクション

を起こそう！」と考え、クラスメートたちに呼びかけました。「明日、みんなで一緒

に学校でピンクシャツを着よう。」 

 翌日学校では、二人が呼びかけた人数よりもはるかに多くの生徒がピンクのシャ

ツを着て登校し、学校中がピンク色に染まり、以来その学校ではいじめがなくなり

ました。いじめの被害者・加害者にならないのはもちろんのこと、傍観者にならず、

いじめを止める人になって欲しいです。 

 いじめをなくすためには、優しさや思いやりも大事ですが、知恵や勇気を使って

なくす方法もあるのですね。   

お知らせ 

〇水泳の授業について 

 大阪府が現在も緊急事態宣言下である状況を踏まえ、箕面市では、令和３年度

（2021年度）の小中学校の水泳授業は２学期始業式以降に開始されることになりま

した。コロナウイルス感染症拡大予防のため、現在定期健診の中に実施出来ていな

いものがあります。お子さまの健康状態を十分把握した上で水泳の授業を行いたい

と思います。ご理解とご協力をお願いします。 

 なお、新型コロナウイルスについては、日々状況が変化しているため、必要に応

じて変更が生じる場合があります。 

 

〇部活動編成の日程変更 

 大阪府に発出されていた緊急事態宣言が、６月２０日（日）まで延長されること

になりました。部活動が制限されることから、１年生の仮入部を期末テスト明けの

６月３０日（水）～７月７日（水）とし、部活動編成を７月８日（木）に延期した

いと思います。 

 

〇少人数習熟度別授業について 

 今年度は２年生で英語、３年生で数学の少人数習熟度別授業を実施しています。

１クラスを「基礎クラス」「標準クラス」に分け、よりきめ細かい授業により、その

教科が苦手な子も得意な子もそれぞれがレベルアップできるようにしていきます。 

 「基礎クラス」では、基礎基本を丁寧に説明し、確実な定着を図ります。「標準ク

ラス」では、標準的な進度で学習し、総合的な問題にも取り組みます。クラス分け

は年に数回提出してもらった希望票をもとに決めています。自分の現在の達成度に

あったクラスを選ぶのがレベルアップにつながります。 

 

 

 

 

 

２年生（英語）                 ３年生（数学） 

昼休みのグランド。バスケ

ット、バレー、サッカーを

する生徒でいっぱいです。 



６月の行事予定です。今後の状況により変更が生じる場合があります 

 
６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 道徳 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 12:20 15:00

1 火 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

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

2 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１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

3 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 道徳 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 12:20 15:00

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

３年 理科 道徳 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 12:20 15:00

5 土

6 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金３ 12:40 15:30

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

３年 短学活 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金３ 12:40 15:30

１年 読書 朝礼 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 12:15 15:05

8 火 ２年 読書 朝礼 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 12:15 15:05

３年 国語 朝礼 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 12:15 15:05

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

9 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１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

10 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 学活 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 12:40 15:30

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

３年 理科 学活 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 12:40 15:30

12 土 PTA運営委員会(9:00)

13 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金４ 12:40 15:30

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

３年 英語 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金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

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

３年 国語 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 12:20 15:00

16 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１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

17 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 避難訓練 12:40 15:30

18 金 ２年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 避難訓練 12:40 15:30

３年 理科 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 避難訓練 12:40 15:30

19 土

20 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 総合 12:40 15:30

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

３年 英語 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 総合 12:40 15:30

１年 読書 道徳 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 12:40 15:30

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

３年 国語 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 火５ 12:20 15:00

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

３年 社会 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 火５ 12:20 15:00

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:20 15:00

24 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 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

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

３年 理科 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 12:40 15:30

26 土

27 日

１年 短学活 数学テ 理科テ 保体テ なし 11:55

28 月 ２年 短学活 理科テ 数学テ 保体テ なし 11:55

３年 短学活 社会テ 英語テ 保体テ なし 11:55

１年 短学活 英語テ 美術テ なし 11:55

29 火 ２年 短学活 社会テ 英語テ 国語テ 11:50 12:25

３年 短学活 理科テ 国語テ 数学テ 11:50 12:25

１年 短学活 国語テ 社会テ 音楽テ 11:50 12:25

30 水 ２年 短学活 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 11:50 14:40

３年 英語 水１ 水２ 水３ 水４ 水５ 11:50 14:40

期末テスト②(3科/テスト校時)

1年:期末テスト③(3科/テスト校時)、2･3年:水1～5限(午後休憩10分)

部活動

停止
期末テスト①(3科/テスト校時)、諸費口座再振替日

部活動

停止
金1～5限+学活

部活動

停止
木１～6限(45分*6) SC

部活動

停止
水1～5+火5限(45分*6)

部活動

停止
道徳+火2～6限

金1～5限+避難訓練(6限)、教育実習終了

部活動

停止

月1～5限+総合、期末考査1週間前、進路説明会(保護者対象/15:40/3年:昼清
掃)

水1～5限+総合(45分*6)

木1～6限、歯科検診④(8:50/1年) SC

生徒会

専門委
道徳+火2～6限、簡単清掃、生徒会専門委(16:10)

学活+金１～５限、箕面ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ調査(生活状況/1限/学活)

生徒

議会
月1～5限+金4限、生徒議会(16:10)

月1～5+金3限

木1～6限、歯科検診③(8:50/3年)、諸費口座振替日

朝礼+火2～6限(朝礼校時)、眼科検診(13:30/1年全､2･3年一部)

木1～6限 SC

部活動

停止

水1～5限+総合(45分*6)、耳鼻科検診(13:20/1年全､2･3年一部)、部活動停
止、一斉退校日

校内行事予定

生徒

相談③
道徳+火2～6限(45分*6)、生徒相談③(15:40)

生徒

相談⑤
道徳+金１～５限(45分*6)、生徒相談⑤(15:40)

生徒

相談④
水1～5限+総合(45分*6)、生徒相談④(15:40)

スポーツテスト（ハンドボール投げ） 

水着販売 

水着販売 


