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              夏休みを迎えるにあたって         

     

長かった梅雨もようやく明け、夏本番を迎えようとしています。 

本日、１学期の終業式を迎えました。今学期は、新型コロナウイルス感染予防のための「ま

ん延防止等重点措置」が発令された状態でスタートし、４月２５日からは「緊急事態措置」、６

月２１日から夏休み中の８月２２日までは「まん延防止等重点措置」と続きます。そのような

中で、本校では休校措置もなく、学校生活が継続できましたことを職員一同喜ばしく思い、ご

家庭のご理解、ご協力に深くお礼申し上げます。 

１学期に予定していた体育祭や３年生の修学旅行も２学期に延期となり、昨年同様、我慢の

学期ではありましたが、先生方や生徒たちはアイデアを出し合っていろいろと新しい取り組み

を行いました。１年生は国際理解教育、２年生は仕事調べや学年レク大会、３年生は修学旅行

に向けた調べ学習やルール作りなど、各学年趣向を凝らした取り組みを企画し、クラス・学年

の集団作りにつなげていました。７月７日には、Ｚｏｏｍを使っての生徒総会がありましたが、

どの委員会も発表用のパワーポイントを用意し素晴らしい発表をしてくれました。それを見て

いた各教室では、発表ごとに拍手が起こっていました。発表者には直接聞こえない拍手ですが、

その気持ちは届いていたことでしょう。この雰囲気が今の落ち着いた四中の学校生活につなが

っていると思います。よき伝統として、これからも続けていってほしいものです。 

さて、明日から３６日間の夏休みに入ります。夏休みは１学期を振り返り、学習面で足りな

かったところ、理解が不十分だったところを補うことができる貴重な日々であること、また、

日頃なかなかできないことに取り組んだり、部活動に集中したりできるとても魅力的な日々で

あることなどについて終業式で話をしました。しかし一方では、子どもたちにとって、時間が

十分にあることもあり、気持ちのうえで開放的になりがちです。さまざまな事件や事故に巻き

込まれる危険があることについては、生徒たちの認識は決して十分とは言えません。是非、ご

家庭や地域で、子どもたちの見守りをお願いいたします。そして、何か気になることがあれば、

遠慮なく学校にご連絡ください。 

 特に、夏休み中、ご配慮いただきたいことは次のとおりです。 

〇規則正しい生活習慣や自己を律する生活態度を持続させること     

〇外出の際には、目的地、同行者、帰宅時間などを明らかにすること 

〇交通ルールを遵守し、道路の歩き方、自転車の乗り方等に注意すること 

〇新型コロナウイルス感染予防のため、適切なマスクの着用、手指の消毒をすること 

〇熱中症にならないよう、常に水分を携帯し、こまめな水分補給をこころがけること 

〇インターネット、ＳＮＳ等の使用に十分配慮すること 

  

 

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


最後に、２学期の始業式前には、お子さまの体調や様子に特にご配慮ください。各学年には、

始業式前に積極的にご家庭とも連携を図り、子どもたちの状況を把握し、必要に応じて対応す

るようにと伝えてあります。是非、学校とも情報共有、情報交換をしながら、お子さまが２学

期をスムーズにスタートできますようによろしくお願いします。東京オリンピックも開催され、

感動の瞬間をテレビで観戦する人も多いことでしょう。まん延防止期間での夏休みで、多くの

制限もありますが、新しい生活様式の中で楽しめる夏休みを過ごし、リフレッシュして２学期

を迎えてください。始業式には、すべてのお子さまが元気に登校してくれることを願っており

ます。 

                          ７月２０日 校長 立川 隆志 

 

     令和 3年度（２０２１年度）の研究について    担当 堀米美恵子 

 

四中では、子どもたちの学びあう姿から、良いところを探し褒める「肯定的評価活動」を、

学校全体で取り組んでいます。学年の先生たちは学期に一回、学年の授業を公開し、他学年の

先生たちがその授業を参観しています。先日は、3年生の研究授業が行われました。授業の後の

研究協議では、6時間目の授業と終礼の子どもたちの活動から、子どもたちの素敵な姿について、

話し合いました。 

子どもたちが活発に発言する姿、相手の意見にじっと耳を傾ける姿、教師の指示がなくても

論点がずれることなく話し合う姿、子どもたちの細かな気付きに対し褒める授業者の姿、授業

者の問いかけから子どもたちが話し合いを始め学びが深まる姿、こうした素敵な姿がどのクラ

スでも見られました。 

「肯定的評価活動」は、子どもたちも行っており、毎日の終礼では、一日の授業を振り返り、

お互いの良いところを見つけ褒め合っています。良い姿を見つけ褒めることを通じ、その姿に

向かって子どもたちが努力すること、そしてさらに望ましい姿へと子どもたちが成長すること

を願っています。 

■研究テーマ 

「授業で生徒が主体的に考える場面・考えたことを表現する場面を作る」 

①子どもに考えさせる指示発問で、子どもが交流する場面を作る。 

②交流の場面から、子どもの答えようとする思いの表れを取り出し褒める。 

「美点凝視」で行動を価値づける。（肯定的評価活動） 

③主体的な対話を促進し、深い学びにつなげる。 

■研究構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〇お知らせ 

 

学校閉校日の実施 

箕面市では８月の平日に学校閉校日を設けることになっており、今年度は８月１０

日（火）～１６日（月）となります。この期間は学校へのお電話や来訪には対応し

かねますのでご理解とご協力をお願いします。なお緊急の場合には転送電話を通し

て連絡をとることができます。 

 

標準服の改定 

 本校では標準服の改定に向けて標準服検討委員会が発足しました。歴史と伝統あ

る標準服ではありますが、SDGｓにある「ジェンダーの平等の実現」「人や国の不平

等をなくそう」などの目標達成のために四中ができることの一つとして標準服の改

定を検討していきます。令和５年度の創立５０周年行事で新しい標準服をお披露目

し、令和６年度入学者から着用を予定しています。 

 ６月２８日（月）には制服業者４社に来てもらい、教職員対象学習会を実施しま

した。今後、保護者の方や生徒のみなさんにも意見をもらいながら、四中らしい標

準服を決めていきたいと思います。 

 

学校協議会実施 

 ７月９日（金）１９時から四中で学校協議会を開催しました。４月からの生徒の

様子や学校の取組みを報告し、意見交流を行いました。コロナ禍でこれまでのよう

に地域の方々とお会いする機会が持てなかったので、ご意見を伺う大変有意義な時

間となりました。四中生が地域の方に見守られ、支えられていることを改めて感じ

ました。これからもよろしくお願いします。 

 

「令和３年度(2021年度)箕面子どもステップアップ調査」における学習状況・生活

状況調査（i-check）の個人票返却について 

 ６月１１日（金）に実施した学力学習状況・生活状況調査(i-check)の個人票を返

却いたしました。本校では、今後の教育活動へ活かしていくために各学年、学校全

体の傾向を分析しているところですが、保護者のみなさまにおかれましてもお子さ

まと一緒に個人票をご覧になり、学習状況の充実や改善、生活状況の向上にご活用

ください。 

 

９月１０月の主な予定 

９月 ２日（木）大阪府チャレンジテスト（３年生） 

９月１９日（日）～２１日（火）３年生修学旅行 

１０月 １日（金）文化祭（保護者観覧なし） 

１０月 ７日（木）１年生野外活動（マキノ）、２年生校外学習、３年生振替休業日 

１０月 ８日（金）１年生野外活動（マキノ） 

１０月１６日（土）体育祭 

１０月１８日（月）振替休業日 

１０月２２日（金）、２５日（月）、２６日（火）中間テスト 

※今後のコロナウイルス感染症の状況により変更になる場合があります 



令和３年度（２０２１年度）　８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 日

１年

2 月 ２年  夏季休業(8/25まで)

３年

１年

3 火 ２年

３年

１年

4 水 ２年

３年

１年

5 木 ２年

３年

１年

6 金 ２年

３年

7 土

8 日 【　山　の　日　】 【　山　の　日　】

9 月 ２年 【　振　替　休　日　】 【　振 替 休 日　】

１年

10 火 ２年

３年

１年

11 水 ２年

３年

１年

12 木 ２年

３年

１年

13 金 ２年

３年

14 土

15 日

１年

16 月 ２年

３年

１年

17 火 ２年

３年

１年

18 水 ２年

３年

１年

19 木 ２年

３年

１年

20 金 ２年

３年

21 土

22 日

１年

23 月 ２年

３年

１年

24 火 ２年

３年

１年

25 水 ２年

３年

１年 短学活 始業式 学活 木５ 木６ なし 12:10

26 木 ２年 短学活 始業式 学活 木５ 木６ なし 12:10

３年 短学活 始業式 学活 木５ 木６ なし 12:10

１年 読書 数学テ 英語テ 国語テ 理科テ 社会テ 11:50 14:45

27 金 ２年 読書 英語テ 国語テ 数学テ 社会テ 理科テ 11:50 14:45

３年 英語 国語テ 数学テ 英語テ 理科テ 社会テ 11:50 14:45

28 土

29 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金５ 12:40 15:30

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

３年 国語 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 金５ 12:40 15:30

１年 読書 道徳 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 12:40 15:30

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

３年 社会 道徳 火２ 火３ 火４ 火５ 火６ 12:40 15:30

【8月24日(月)の時間割】

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

2

3 英語 家庭 社会 国語 理科 数学 理科A 美術 国語A 社会 体育 数学 音楽 英語C 社会A 国語 理科A

4 理科 国語 数学 英語 社会 英語 体育 体育 社会 国語A 英語 英語 英語 国語 数学 社会A 音楽

始業式 始業式 始業式

学活 学活 学活

月1～5+金5限

道徳+火2～6限

始業式(8:50/30分)+学活(9:35/30分)+木5･6限(10:15/50分*2)

1･2･3年:学力テスト(5科/テスト校時)、諸費口座再振替日

学校閉校日

学校閉校日

学校閉校日

学校閉校日、諸費口座振替日

学校閉校日

校内行事予定

夏季休業(8/25まで)

 

「国際理解学習」で調べたこと

を体育館で発表（１年生） 

学年レクでクラス対抗リレー 

飛べ飛べ紙飛行機！（２年生） 


