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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。 

困難な状況を乗り切るために 

夏休みが終わり、２学期がスタートしました。７月には、各クラブの試合や発表会にいき、四中生のみな

さんの頑張っている真剣な姿をたくさん見ることができました。８月に入ってからは、デルタ株による新型

コロナウイルス感染症の拡大が続く中、大阪府には再度「緊急事態宣言」が発令されました。生徒のみ

なさんは、なかなかリフレッシュもできない夏休みだったのではないかと思います。 

さて、四中としましては、現在の状況を踏まえ、２学期に予定していました、体育の水泳授業と文化祭は

中止とします。また、９月に予定していました３年生の修学旅行は、１１月２日（火）～４日（木）に、１年生

野外活動も、１１月２日（火）・３日（水）に、２年生の校外学習も１１月５日（金）に延期します。それに伴

いまして、２学期中間テストを１０月５日（火）～７日（木）、３年生第３回学力テストを１０月２６日（火）に

変更いたします。今後の状況によってはさらなる変更もあるかもしれませんが、ご理解の程よろしくお願

いいたします。 

また、昨日臨時職員会議を行い、新学期を迎えるに当たり、本校においては、以下の点について点検

を行い、感染症対策に万全を期していくように教職員一同確認をいたしましたので、ご家庭のご理解、ご

協力をお願いします。 

 

□ 発熱等の風邪症状があり、普段と体調が少しでも異なる場合には、生徒・教職員ともに自宅で 

休養することを徹底してください。同居の家族に同様の症状が見られる場合も登校・出勤を控えて 

ください。発熱等の風邪症状が見られる場合は、速やかに、かかりつけ医等の身近な医療機関を 

受診するようにしてください。医師の診断後、登校・出勤するようにしてください。 

□ 引き続き、登校時には健康観察表に検温結果および健康状態の記入をお願いします。  

□ 登校時や登校後に生徒に風邪症状が見られた場合には、すぐに帰宅させますので、ご家庭の 

対応をお願いします。 

□ 生徒や教職員に対し、こまめな手洗いの徹底を図るとともに、正しいマスクの着用（鼻と口の 

両方を確実に覆う、隙間が生じないよう顔にフィットさせる）や健康的な生活により抵抗力を高め 

るように促していきます。２学期から生徒昇降口に、各学年ごとに足踏み式消毒液スタンドを設置し 

ました。登校時、必ず手指の消毒をして校舎に入るようにしてください。その際くれぐれも大切に 

扱ってください。 

□ エアコンの使用時を含め、可能な限り、教室等における常時換気を実施していきます。 

□ 教室において、生徒の間隔を可能な限り確保するように座席を配置していきます。 

□ 給食の場面において、飛沫（ひまつ）を飛ばさないような席の配置や、原則として会話を控える 

（黙食）などの対応を徹底します。また、食事前における室内の空気と外気の入れ替えや、食事後 

の速やかなマスクの着用を指導していきます。 
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□ 各教科等の学習活動や方法が、感染症対策を講じた活動の考え方に相当するものとなるように 

します。特に、「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い学習活動」の実施の是非について 

は、市教委の通達に基づき慎重に判断して行います。 

□ 部活動については、本日より原則休止となりました。ただし、緊急事態宣言期間中に開催される 

予定の公式大会やコンクール、発表の場への参加及び参加に向けての活動については、感染防止 

対策を徹底したうえで、活動時間を短縮して実施をします。なお、いずれの場合においても、十分な 

感染症対策を講じるとともに、感染リスクの高い活動は実施しません。本校では、保護者の参加承諾 

書を提出していただいた上で参加することとします。また、部活動に所属する生徒等が、公式大会や 

発表の場で食事する際なども含め、部活動の内外を問わず感染症対策を徹底していきます。 

□ 学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察や健康相談の実施等により生徒の 

状況を的確に把握するようにします。また、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等に 

よる支援を行うなど、生徒の心のケアにも取り組んでいきます。 

□ 臨時休業や出席停止等により、やむを得ず学校に登校できない生徒の学びを保障するため、 

タブレットの活用による学習指導や学習状況の把握を行います。 

□ 感染者、濃厚接触者等とその家族に対する誤解や偏見に基づく差別を行われないよう指導を 

行っていきます。また、ワクチン接種についても、同様に差別が行われないよう指導を行います。 

 

夏休みに、本校で陽性者や濃厚接触者が確認された際には、保護者のみなさま、地域のみなさまに

は冷静に対応していただき、本当に助かりました。ありがとうございました。これまでに経験したことがな

い感染拡大の局面を迎え、上記以上の感染症対策も必要になるかもしれません。また、生徒や教職員の

感染が確認され、学校内で感染が広がっている可能性が高くなった場合には、感染が広がっている恐

れの範囲に応じて、学級単位や学年単位、学校単位での臨時休業をせざるを得ないことも考えられます。

保護者のみなさま、地域のみなさまには、その都度たくさんのお願いをすることになりますが、この困難な

状況を乗り越えていくためにも、今まで以上にみなさまと連携をしていかなければと思っております。２学

期もご理解、ご支援を賜りますようによろしくお願いいたします。 

 

８月２６日                                                         校長 立川 隆志 

 

四中卒業生オリンピックで躍動～四中も横断幕で応援～ 
四中３８期生卒業生の林大地さんが２０２０東京オリンピック（五輪）男子サッカー日本代

表選手に選出されました。第１戦の南アメリカ共和国戦・第２戦のメキシコ戦に先発出場し、

圧倒的な運動量で攻守に貢献しました。決勝トーナメントでも全試合に先発出場し、存在感を

示していました。五輪後は、Jリーグのサガン鳥栖からベルギーのシント＝トロイデン Wに移籍

し、今後の活躍が期待されています。 

 四中では地域の方からの寄付で横断幕を作成し、 

グラウンドのフェンス（萱野東側）に掲げました。 

これからもベルギーリーグや国際大会で得点する 

シーンが見られると思います。みんなで応援して 

いきましょう。 

 

 



部活動の結果 
〇吹奏楽部 

 大阪府吹奏楽コンクール 北摂地区大会          金賞 

〇野球部 

 夏季池田箕面豊能郡軟式野球大会             第３位 

〇サッカー部 

 夏季池田箕面豊能郡サッカー之部             第３位 

〇女子バレーボール部 

 箕面市中学校第３４回競技会バレーボール之部       準優勝 

 春季市民体育大会 バレーボールの部６人制女子２部    第３位 

 大阪中学生バレーボール優秀選手             新貝柚香 

〇女子バスケットボール部 

 春季市民体育大会 バスケットボールの部         第３位 

          優秀選手               北野美微 

〇男子テニス部 

 池田箕面豊能郡テニス大会 男子個人           第３位 近藤名於 

〇女子テニス部 

 池田箕面豊能郡テニス大会 女子個人           第３位 山本優芽・荻野愛莉 

 箕面市中体連テニス大会  女子団体           準優勝 

            荻野愛莉・松本絢奈・小林夕桜・塚本紗弥・山本優芽・三村絆菜・沼田咲来・仁保日菜子 

              女子個人           第３位 山本優芽・荻野愛莉 

〇バドミントン部  

 池田箕面豊能郡バドミントン大会 個人戦シングルス    第３位  近藤涼音 

                 団体戦         第３位 

〇陸上競技部  

 池田箕面豊能郡陸上競技之部   １年男子１５００ｍ   第２位  宮本真之介  

箕面市中体連          １年男子１５００ｍ   第１位  宮本真之介 

                １年男子 ８００ｍ   第２位  松井一磨 

                ２年男子走り幅跳び   第３位  松田航輝 

                ２年男子砲丸投げ    第２位  髙桑健寛 

                ３年女子 ８００ｍ   第３位  伊澤有希乃 

〇剣道部 

 池田箕面豊能郡剣道之部     男子団体        優勝  

                 白神聡仁・内田倖輔・桂木勝利・中川慶剛・弓田智史                                   

女子団体        優勝 

富処更・赤松華妃・尾葉石縁・菊地風花  

                 女子個人        準優勝  富処更 

〇水泳部 

第 75回大阪中学校水泳競技大会（7月 22日） 

女子 400mメドレーリレーの部   第 7位（4:58.52） 

中田美裕 森田毬愛 岡本瑠莉 中塚彩愛 

第 51回豊能地区中学校水泳競技会（7月 26日） 

女子 100mバタフライの部     第 3位（1:15.62）   岡本瑠莉 

女子 100m平泳ぎの部       優勝（1:22.12）    森田毬愛 

女子 400mフリーリレーの部    優勝（4:28.90） 

中塚彩愛 森田毬愛 中田美裕 岡本瑠莉 



女子 400mメドレーリレーの部     優勝（4:56.91） 

中田美裕 森田毬愛 岡本瑠莉 中塚彩愛 

女子総合の部                    第 3位（55点） 

箕面市中学校第 32回水泳競技会（7月 30日） 

 男子 50m背泳ぎの部              優勝（37.04）  バルマ聡真 

女子 100m平泳ぎの部       優勝（1:21.56） 森田毬愛 

女子 100mバタフライの部     優勝（1:16.12） 岡本瑠莉 

 女子 100mバタフライの部     第 2位（1:42.43）伊藤絢香 

 女子 100m自由形の部       第２位（1:05.55）中塚彩愛 

 女子 50m自由形の部        第２位（30.18） 中田美裕 

 女子 200m個人メドレーの部       第２位（2:41.89）中田美裕 

 女子 200mメドレーリレーの部     優勝（2:18.36） 

                                 中田美裕 森田毬愛 岡本瑠莉 中塚彩愛 

 女子 200mフリーリレーの部 優勝（2:04.32） 

                                 中塚彩愛 森田毬愛 中田美裕 岡本瑠莉 

男子 200mフリーリレーの部 第３位（2:12.57） 

                                 安藤龍志 バルマ聡真 山口泰輝 海來智哉 

 女子総合の部 優勝（61点） 

第 46回豊能地区中学生学年別水泳競技大会（8月 20日） 

 ３年男子 100m背泳ぎの部         第３位（1:22.70） バルマ聡真 

 １年女子 100m自由形の部         第２位（1:05.43） 中田美裕 

 ３年女子 100m自由形の部         優勝（1:06.38）  中塚彩愛 

 ３年女子 100mバタフライの部     優勝（1:17.63）  岡本瑠莉 

 １年女子フリーリレーの部        第３位（2:33.23） 

                                 久富瑶和 伊藤絢香 八隅千恵子 中田美裕 

 １年女子総合の部 第３位（26点） 

 

安全管理研修（教職員対象）で安心・安全な学校に 
四中では教職員対象に７月２８日（水）には不審者対応研修、また、８月４日（水）には「附

属池田小学校の事件の教訓と安全管理」についての研修を行いました。安全な場所であるはず

の学校内で起きた悲惨な事件について、その時の対応や、その後の対策・訓練などを学習しま

した。四中では、生徒が登校後正門と東門を施錠しています。また、防犯等の 

観点から、来年度から入学生及び、在校生の希望者は校内ではスリッパに 

変わり上靴を履くことになります。 

保護者の方におかれましても来校の際には IDカードの着用をお願いします。 

                      

新しい ALTの先生 
 ２学期から四中に新しく ALTの先生が着任されます。お名前 

はモレカ先生です。ニュージーランド出身で、７月まで南小に 

勤務されていました。コメントをいただいています。 

ウガッポ・モレカ・ロヴァナ（Ugapo Moleka Rovana）先生 

  

 

 

Hi.  My name is Moleka.  

  Let’s have fun learning English!       

  Let’s go! 

 


