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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。 

〇避難訓練 ～釜石の奇跡～ 

 ６月１８日（金）、火災を想定した避難訓練を予定していましたが、開始前に雨が

降り始めたため、実際の避難は行わず、校長先生からのお話を聞き、避難経路の確

認をしました。 

 校長先生は、東日本大震災における「釜石の奇跡」の事例に 

ふれ、「津波てんでんこ」の考え方を紹介されました。これは 

三陸の方言で、「地震が起こったら津波が来るから各自ばらばら 

に高台ににげろ。」という意味で、津波の多い三陸地方で昔から 

伝えられてきた教えです。これだけ聞くと、自分だけ助かれば良 

いという風にも受け取ることができ、冷たく感じられますが、この 

教えに従い、各自が優先して避難をすれば、その行動が周りにいる人 

の避難を誘い、結果的に大勢の命が救われることになります。 

 １８日（金）は給食棟からの出火という設定の避難訓練でした。校長先生は、「津

波てんでんこ」の話に続けて、状況を理解して冷静に行動することの大切さをお話

しされました。火災なのか、爆発なのか、地震なのか、不審者なのか、火事だとし

たら出火元はどこなのか、それによって行動や避難経路が変わってきます。 

 校長先生は最後に、緊急時、非常時には先生や大人の指示を聞くことが一番大切

だが、大人がいないときにも、慌てず冷静に考えて、自らの判断で行動し、最後ま

で最善を尽くし、命を守る行動がとれるような人になって欲しいと言って話を終え

られました。 

〇令和３年度（２０２１年度）から中学校の成績評価が変わりました 

 平成２９年３月に告示された中学校学習指導要領が、令和３年度から全面実施さ

れていますので簡単に説明します。 

 知・徳・体にわたる「生きる力」を生徒に育むため、すべての教科等の目標及び

内容を「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」

の育成を目指す資質・能力の３つの柱に整理されました。 
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観点別学習状況の評価について、こうした教育目標や内容の再整理を踏まえて、

４観点（国語科は５観点）から、全教科３観点になりました。 

 第四中学校では新学習指導要領への移行に向けて、学校全体で、また各教科で評

価方法の検討を行いました。詳しくは５月に配付いたしました「学習評価の手引き」

をご覧ください。 

ご不明な点がありましたら担任までお尋ねください。 

〇四中の施設を大切に使いましょう 

 四中は、令和５年に創立５０周年を迎えます。建物もそれだけの 

歳月が経ち、古くなっているところもあります。故障した個所は 

校務員の北室隆志さんが修理してくれていますが、大切に使うよう 

に心掛けてください。四中の校舎はみなさんが先輩から受け継いだ 

ものですが、後輩に譲り渡していくものでもあります。 

〇自分に合った量をしっかりと ～ まずはひとくち！ ～  

四中で一番初めに明かりが灯る場所はどこでしょう？  答えは給食室です。 

一番早い調理員さんは、朝５時前から出勤し、給食を作る準備を始めています。

どうしたらもっとおいしくなるのか、どうしたら残さず食べてくれるのか、いつも

考えながら調理しています。 

気温の上昇とともに上がってくるのが、悲しいことに給食の残食率です。教室に

エアコンが配備され、だいぶ食べやすい環境にはなりましたが、6,7 月は 1 年の中

で最も残食が多いです。 

給食は成長期の子どもたちが 1日に必要な栄養素の約 1/3を摂れるように考えら

れています。残食が多いということは必要な栄養素が摂れていないということ。生

徒の成長や体調のことを考えると心配になってしまいます。体格や活動量で食べら

れる量に個人差はありますが、自分に合った量をしっかり食べてもらいたいです。 

配膳室の前に立っていると「いただきます」「ごちそうさまでした」「おいしかっ

たです！」と声をかけてくれる生徒が多くいて、とてもうれしく思っています。こ

れからも調理員さんと協力しながら、安心して食べられるおいしい給食を作ってい

きますので、「苦手なものが入っているから」「見た目が良くないから」と減らした

り残したりせず、まずはひとくち食べてみてください。 

栄養教諭 長谷川ちなつ 

 

 

 

＜旧学習指導要領＞ 

トイレの手洗い場を 

修理中の北室さん 

調理中の調理

員さん。大きな

鍋ですね 



〇四中生の活躍 

生徒会 

 前期生徒会のテーマは、「笑う四中には福来たる」になりま 

した。生徒朝礼で、発案者の中島さんが紹介してくれました。 

役員のメンバーは、週２回プラザで挨拶運動に取り組んでいま 

す。元気な挨拶の声が職員室にも届いています。 

また、７月７日（水）にはいじめ防止に向けた取組みを箕面 

市の他の中学校生徒会と交流し、意見交換をする学習会に参加 

します。 

  

部活動 

・野球部       池田箕面中学校秋季大会   ３位 

・剣道部       豊能地区大会 男女団体   ベスト８ 大阪府大会出場 

・女子バレーボール部 豊能地区三年生選抜メンバー ３年女子 

 

 ６月の一カ月の間に、四中生の善行に対する感謝の電話が２件ありました。 

 １件目は高校生の保護者からの電話です。１年生女子３名が、自転車で転倒し動

けないでいる高校生を助け保護者に連絡しました。保護者の方は非常に感謝されて

いて、放課後にお礼を言いに来校されました。 

 ２件目は、新聞を取りに家の外に出たお年寄りが転倒したのを登校中の１年生女

子３名が助け起こし、大家さんに伝えたことで、転倒された本人も家族の方もとて

も感謝しているという電話でした。四中生が、困っている人を見かけ、素早く思い

やりのある行動に移せたことをとても誇りに思います。 

〇お知らせ 

ミストシャワーが設置されました 

 夏を前に、グランドの部活棟の一階にミストシャワーが設置され 

ました。霧状の水が出てきて、気化熱でとても涼しくなります。 

熱中症予防として体育の授業、昼休み、部活動等で利用してもら 

いたいと思います。 

プールに遮光シートが設置されました 

 プールの上を覆う遮光シートが取り付けられました。熱中症予防 

と日焼け予防になります。水泳の授業は２学期からですが、まだま 

だ暑い時期なので遮光シートが活躍すると思います。 

保護者対象進路説明会が開かれました 

 ６月２１日（月）、体育館で３年生の保護者対象に進路説明会を 

実施しました。Zoomでも配信し、自宅や職場からでも参加いただけるようにしまし

た。進路担当の亀谷教諭が令和３年度入試の流れや、公立高校と私立高校の違いな

どを説明しました。 

 また、進路決定に際し、事前に説明会や見学会に参加し、志望校を自分自身で決

めることの大切さを強調していました。 

 

  

ここからミストが噴射されます 

遮光シートの下で泳ぐ水泳部 



令和３年度（２０２１年度）　７月　行事予定　箕面市立第四中学校

日 曜 校時予定表 SC

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 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

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

３年 国語 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 12:40 15:30

１年 読書 道徳 金３ 金１ 金２ 金４ 金５ 12:40 15:30

2 金 ２年 読書 金１ 金２ 金４ 金５ 12:40 15:30

３年 社会 道徳 金３ 金１ 金２ 金４ 金５ 12:40 15:30

3 土 PTA運営委員会(9:00)

4 日

１年 読書 特別 特別 特別 火２ 火３ 火４ 12:40 15:30

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

３年 数学 特別 特別 特別 火２ 火３ 火４ 12:40 15:30

１年 読書 特別 特別 火５ 火６ 木２ 12:20 14:20

6 火 ２年 読書 特別 特別 火５ 火６ 木２ 12:20 14:20

３年 理科 特別 特別 火５ 火６ 木２ 木１ 12:20 14:20

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

7 水 ２年 読書 水１ 水２ 水５ 生徒総会 12:20 15:00

３年 英語 水１ 水２ 水５ 生徒総会 水３ 水４ 12:20 15:00

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 12:40 15:30

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

３年 国語 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

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

３年 社会 金１ 金２ 金３ 金４ 12:40 15:30

10 土

11 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 火２ 12:40 15:30

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

３年 数学 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 火２ 12:40 15:30

１年 読書 道徳 金２ 金４ 金５ 12:20 12:55

13 火 ２年 読書 道徳 金２ 金４ 金５ 12:20 12:55

３年 理科 道徳 金２ 金４ 金５ 12:20 12:55

１年 読書 Ｂ水１ Ｂ水２ Ｂ水３ Ｂ水４ 12:20 12:55

14 水 ２年 読書 水１ 水２ 水３ 水４ 12:20 12:55

３年 英語 水１ 水２ 水３ 水４ 12:20 12:55

１年 読書 木３ 木４ 木５ 木６ 12:20 12:55

15 木 ２年 読書 木３ 木４ 木５ 木６ 12:20 12:55

３年 国語 木３ 木４ 木５ 木６ 12:20 12:55

１年 読書 火３ 学年集会 火４ 学活 12:20 12:55

16 金 ２年 読書 学年集会 火６ 火４ 金３ 12:20 12:55

３年 社会 火３ 火６ 学年集会 学活 12:20 12:55

17 土

18 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ Ｂ水５ 12:40 15:30

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

３年 数学 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 水５ 12:40 15:30

１年 短学活 大掃除 事前指導 終業式 学活 なし -

20 火 ２年 短学活 大掃除 事前指導 終業式 学活 なし -

３年 短学活 大掃除 事前指導 終業式 学活 なし -

１年

21 水 ２年 夏季休業開始(8/25まで)

３年

22 木 【　海　の　日　】 【　海　の　日　】

23 金 【　スポーツの日　】 【　スポーツの日　】

24 土

25 日

１年

26 月 ２年

３年

１年

27 火 ２年

３年

１年

28 水 ２年

３年

１年

29 木 ２年

３年

１年

30 金 ２年

３年

31 土

【7月5日(月)、6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

1限 数学 国語 保体 保体 社会 理科 英語 数学 国語A 理科A 社会 理科A 数学 理科B 英語 国語 技家

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

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

1限 国語 英語 社会 美音 音美 国語 社会 国語A 理科A 社会 英語 理科A 英語 保体 保体 社会A 数学

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

7/5

7/6

中障研夏のお楽しみ会(一中)

諸費口座再振替日

1限:大掃除(8:50/50分)、2限:事前指導(SNS非行防止教室/9:50/50分)、3限:終業式
(10:50/30分)、４限:学活(11:30/30分)

夏季休業開始(8/25まで)

月1～5+水5限

期末

懇談会

④

火3･6･4･金3限+学活(45分*4)、学年集会(1年:2限、2年:1限、3年:3限)、期末懇談
会④(午後)、心臓検診予備日(午後)

期末

懇談会

③
木3～6限(45分*4)、歯科検診②(8:50/2年4･5組)、期末懇談会③(午後) 〇

期末

懇談会

②
水1～4限(45分*4)、期末懇談会②(午後)

月1～5+火2限

期末

懇談会

①
道徳+金2･4･5限(45分*4)、期末懇談会①(午後)

映画鑑賞会

部活動

停止

特別*2+火5･6+木2限(特別時間割は欄外参照/45分*5)、昼清掃(13:15)、校内授業
研(3年:研究授業/14:40/木1限)

金1～5限+学活、3年:映画鑑賞会(５･６限)、内科検診④(9:00/1年男子､2年5組男
子)、学校協議会(19:00)、諸費口座振替日

映画鑑賞会

映画鑑賞会

木1～6限、歯科検診③(8:50,13:30/3年)、1年:映画鑑賞会(５･６限) 〇

特別*3+火2～4限（特別時間割は欄外参照）

道徳+金3･1･2･4･5限、2年:学年レク(1･2限)、青少年を守る会統一活動日(街頭補
導)

水1･2･5限+生徒総会(4限)+水3･4限(45分*6)、2年:映画鑑賞会(5･6限)

校内行事予定

木1～6限、歯科検診①(8:50/2年1～3組)、内科検診③(13:30/1年女子､2年3～5
組女子)、クラス写真(2-1,3-1,3-2,3-6/15:40)

〇

学年レク

 

 

夏季休業・２学期初めの予定 

８月１０日(火)～１６日(月)学校閉校日 

８月２６日(木) 始業式 

８月２７日(金)１・２・３年学力テスト 

９月２日(木)３年生大阪府チャレンジテスト 

各学年いろんな取組み

をしています。 

中止 


