
 

 

 

 

 

 

 

「２学期に向けて」 

校長 石橋 充久 

夏休みが終了しました。夏休みは、どのように過ごすことが出来ましたか。夏休みに入る前には、こんなことをしようとか、

挑戦しようとか、考えていたのではないでしょうか。夏休み前に、計画していたことを達成できた人もできなかった人も、平

等に２学期が始まります。この２学期をどのような２学期にしていくのか、改めて今、考えていくことを願います。 

さて、２学期には、文化祭と体育祭という学校にとって２大行事があります。この２年間、コロナ禍で、文化祭は実施するこ

とができていません。今の３年生にとっては、中学校生活で初めての文化祭です。過去の一中の文化祭は、３年生の舞台

発表を１年生や２年生が鑑賞し、１年生・２年生が３年生になったとき、先輩を超える文化祭を創り上げてきました。残念な

がら、今回の文化祭では、直接体育館で１年生や２年生が、３年生の舞台発表を鑑賞することはできません。３年生は、下

級生に思いだけでも伝承できれば、今後につないでいくことができるのではないかと期待しています。また、１年生２年生の

学年発表も、ぜひ素晴らし物を創り上げていって欲しいと願います。 

また、体育祭は、昨年同様の規模で開催します。クラスが一致団結していくことを期待しています。 

 

 ところで、１学期の終業式前に、全学年全学級において、標準服について考える授業を行いました。その授業の中で、「9

月に今後の標準服のあり方について、アンケートを行います。夏休み中にしっかり考えておいてください。」と伝えています。

また、終業式においても、校長から全校生徒に対して、次のような話をしました。 

・学校生活のすべてが、「やらされている。決められている。」と感じると、前向きになることはできない。自分たちで決めると

いう気持ちが大事だということ。  

・学習と同じで、「なぜなんだろう。」「どうして、こうなっているのだろう。」と考えることからすべてが始まるということ。  

・標準服が必要かどうかについて、一人ひとりがしっかりと標準服のメリットやデメリットを考えてほしいこと。  

・一人ひとりの考えや意見は違って当然であること。  

・大切なのは、こういったことを通じて、考えること。そして、自分と異なる意見や意見を持つ人のことを大切にすること。  

・９月に今後の標準服をどうしていくのかについて決定していく。それまで、周りの人の意見を傾聴し、９月に自分なりの答

えを出してほしいこと。  

自分の考えをもってアンケートに回答をお願いします。 

このアンケートを集約した結果を、学校、保護者、生徒からなる検討会議で検討し、そこでの意見をもとに、学校が最終

決定をしていきます。ご家庭内において、お子様と十分意見を交換し、回答をお願いいたします。 

 

 最後に、２学期は、１年間で最も長い学期です。お子様にとって、うまくいく時と、ストレスをため込んだり、様々なことが辛い

時期と感じる時と、個々に好不調の波が必ずあります。子どもたちの変化の兆しをいかに早くキャッチし、適切なアドバイス

や対応を早期に行うことが大事です。学校から保護者のみなさまに、ご連絡を差し上げることもありますが、逆に、保護者

のみなさまから学校への相談も大事なことであると考えています。これらのやり取りは、子どもの変調に対応する大きなきっ

かけとなります。２学期についても、よろしくお願いします。 

 

命と人権を大切にし、確かな学力を身につけた 

心身ともに健康な生徒の育成 
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夏休み中の部活動の様子 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

野球部 

池田・箕面・豊能郡中学校総合体育大会  優勝 

８月２日～６日まで行われた夏季池田箕面豊能郡大会に

おいて優勝することができました。３年生はこの大会をも

って引退となりました。生徒たち自身で「この大会を優勝

して、引退する」という目標を立て、日々の練習に取り組ん

だ結果が出た大会でした。本当によく頑張っていました。 

美術部 

文化祭の作品展示やコンクールに向けて、各自が作品

の制作に励んでいます。共同で作成している作品もある

ので、どうぞお楽しみに！夏休み中には、大阪市立美術

館の「フェルメール展」の鑑賞会や大きな紙に部員全員

で絵を描くような活動も 

行いました。 

陸上部 

池田・箕面・豊能郡中学校総合体育大会 

男子３年３０００ｍ 第２位 S I  

男子３年１５００ｍ 第１位 O K 

男子３年走幅跳  第２位 N A 

男子２年２００ｍ   第３位 Y S 

男子２年１００ｍ   第３位 Y D 

男子２年１００ｍ   第１位 K K 

女子２年８００ｍ   第１位 H K 

男子１年１００ｍ   第２位 O S 

夏休みは毎朝７：００からの練習でみんな早起きをしてが

んばって来ていました。７月３０日３１日の大会で３年生は

引退でしたが、引退後も練習に参加し、引き続き１，２年

生を引っ張ってくれる姿が見られました。 

８月２日には、三中で、一中、二中、三中、五中の合同練

習もあり、他校に刺激を受けつつ、自校の技術向上に努

めていました。 

卓球部 

池田・箕面・豊能郡中学校総合体育大会 

団体戦 第３位  N K ・ M H ・ E K 

              S T ・ T Y ・ K S 

個人戦 ダブルス    優勝 S T ・ E K 

       シングルス  優勝 S T 

                  準優勝 E K 

３年生は、悔しいながらも満足した様子がみられました。

一区切りついたなという気持ちと、もっとやりたい、もっと試

合をしたいという思いが感じられる様子でした。 

水泳 

箕面市中学校第３６回競技会 

男子１００ｍ個人メドレー 優勝  N H 

男子５０ｍバタフライ    第２位 N H 

夏休みに入って、試合がたくさんありました。他校の人か

ら刺激をもらい、目標をクリアしていきました。９月にある

大阪大会にむけて、がんばっています。 

吹奏楽部 

第６１回大阪府吹奏楽コンクール 北摂地区大会 金賞 

北摂地区代表 

第６１回大阪府吹奏楽コンクール大阪府大会 銀賞 

来る９月１８日に丸善インテックアリーナ大阪で行われ

る大阪府マーチングコンテスト出場に向けて日々練習

に励んでいます。 

女子バスケットボール部 

池田・箕面・豊能郡中学校総合体育大会   

第３位 

優秀選手賞 N M 

夏休み中は、３年生の引退試合に向けて気持ちをひと

つにがんばりました。一人ひとりが仲間のために一生懸

命になっているようすがすごく輝いていました。 

３年生の引退後、新チームも始動しています。先輩から

後輩へ大切な思いを受け継ぎながら大きい目標をめざ

してがんばってもらいたいと思います。 

女子テニス部 

秋季豊能地区テニス大会 

ダブルスの部  第６位 Y H ・ Y M 

第７位 I A ・ T A 

※秋季北大阪テニス大会に出場 

池田・箕面・豊能郡中学校総合体育大会 

シングルスの部 ベスト８  M A 

夏休み中は、第一総合テニスコートで朝７時から練習を

がんばりました。３年生は、今まで部活動で努力し、身に

着けた実力を引退試合でも発揮しました。 

男子バレー部 

8/21（日）池田・箕面・豊能郡中学校総合体育大会 

予選 A リーグ 1位通過 

現在、8/２８（日）の決勝トーナメントで、優勝に向けて練

習中。夏休みは基礎練習を中心に活動を行いました。 

１年生は普段の練習よりボールに触れる回数が増え夏

休み前よりうまくボールを扱えるようになってきました。２

年生は３年生からバトンを受け取り、１年生を引っ張って

いけるように日々悩みながらも努力している姿が見られ

ました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サッカー部 

池田・箕面・豊能郡中学校総合体育大会   第３位 

総合体育大会で３年生は引退しました。 

引退がかかった３位決定戦では、初めて３年生が全員そ

ろってピッチに立つことができました。 

１、２年生は朝早くから日々練習に励みました。 

男子バスケットボール部 

池田・箕面・豊能郡中学校総合体育大会  

準優勝 

優秀選手賞 F R 

最後まで自分たちのやってきた練習を信じ、全員がやる

べきことに邁進していました。優勝こそ逃しましたが、最後

まで戦い続ける姿を後輩に見せることができたと感じて

います。 

男子テニス部 

秋季豊能地区テニス大会  

ダブルスの部   第３位 T E ・ O Y 

ベスト１６ K H ・ O H 

シングルスの部 ベスト１６ M A 

※秋季北大阪テニス大会に出場 

毎朝７時からの早朝練習を集中してがんばりました。引

退試合では、声を掛け合いながら、精一杯、力を発揮す

ることができました。３年生が引退してからは、２年生が

中心となってがんばっています。 

女子バレー部 

３年生は、北摂中学校バレーボール大会（サントリー大

会）で引退の日を迎えました。一生懸命ボールに向かう

姿は、３年間の集大成として立派でした。１，２年生は、新

体制となり、「礼儀・メリハリ・声出し」をチームのスローガ

ンに日々がんばっています。これからの成長に期待！！ 

バドミントン部 

第４回箕面市中学校バドミントン競技大会 

３年の部 優勝 O S 

第７０回池田市・箕面市・豊能郡中学校総合大会 

ダブルス 準優勝 O M ・ M A 

夏休み中は、３年生が引退に向けてひたむきに努力をし

ていました。その努力も結果としてあらわれた部分もあ

り、引退試合でも過去一番の力を発揮していました。引

退後、２年生中心にがんばっています。 

ダンス部 

第 10回全日本小中学生ダンスコンクール  銀賞 

夏休みは大会に向けて練習に励みました。動きをそろえ

るため繰り返し練習したり、どうしたら作品がもっとよくな

るか何度も話し合いをしたりしました。 

本番では、努力の成果を大いに発揮することができまし

た。 

将棋部 

夏休みの参加人数は、少なかったにも関わらず、文化祭

に向けて充実した時間となりました。詰め将棋のオリジ

ナル問題の作成をがんばりました。ぜひ文化祭で解い

てください！！ 

手芸部 

文化祭展示に向けての作品づくりをがんばりました。 

夏休みの活動は、２年生が中心となり、準備や片づけな

ど先輩から教えてもらったことを後輩に伝えるという成長

した姿が見られました。 

科学部 

夏休みには、石けんづくり、シャボン玉づくり、葉脈標本づ

くりなど、日頃十分に時間をとってできないような実験な

ども行いました。また、文化祭に向けての計画等も進めて

きました。３年生は文化祭に向けて有終の美を飾ってほし

いです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジェニファー先生 カイル先生  リアム先生 よろしくお願いします！！ 

 ２学期から新たに、ジェニファー先生、カイル先生、リアム先生をお迎えしました。ジュリア先生とともに４人の ALT の先生が

みなさんの授業に、学校生活に関わってくれることになりました。いろいろな場面で交流を深めて英語力を磨きましょう！！ま

た、一中のこと、日本の文化など紹介してみましょう！！ 

文化祭について 

日 時  ９月１７日（土） 

学年別で時間を区切って舞台発表、展示発表、動画発表をおこないます。 

保護者の来場は、１家庭２人までとします。（ただし、今後の感染状況により、変更させていただく場合もあります。） 

 １年 ２年 ３年 

９：００～１０：００ 学年発表 動画発表 展示発表 

１０：１５～１１：１５ 展示発表 学年発表 動画発表 

１１：３０～１２：３０ 動画発表 展示発表 学年発表① 

１２：３５～１３：１０ 昼   食 

１３：１０～１３：５０ 学活 学活 学年発表② 

※文化祭当日、土曜日ですので、給食はありません。お弁当の準備をお願いします。 

ジェニファー先生 

【hobby・thing of interest】 

composing music     

playing Nintendo games      

drawing + painting 

【message】 

Hi! My name is Jennifer and I am from Wisconsin USA! 

I am an artist and musician,and I am excited to work 

with my new 一中 community! よろしくおねがいします！！  

カイル先生 

【hobby・thing of interest】 

I enjoy swimming , yoga , and playing video 

games. 

【message】 

Hello! My name is Kyle Killion and I am from 

Texas , USA! 

I taught high school English in America and am 

so excited to teach here. I am learning 

Japanese and can’t wait to practice with you! 

よろしくおねがいします！ リアム先生 

【hobby・thing of interest】 

Kickboxing  Economics  Running 

【message】 

Hello, my name is Liam. I come from Wellington City 

in New Zealand. I look forward to meeting you all!! 

 

左から リアム先生 ジェニファー先生、カイル先生 

３年生 チャレンジテスト 

９月６日（火） 

教 科  国語・社会・数学・理科・英語（リスニングあり） 

持ち物 HB または Bの黒鉛筆（シャープペンシル可） 

消しゴム・直定規・コンパス 

夏休みの学習会 

夏休みが始まってすぐの３日間と終わりの３日間、各学

年学習会がありました。 

前半は、夏休みの宿題をもってきて自分でサクサクとや

っていました。 

後半は、まだ終わっていない課題に取り組んだり、わか

らないところを教えてもらったり、しっかり取り組んでいる

姿がありました。 

 2学期に向けて準備していました。 
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１年 短学活 始業式 二測定 特時 学活 × × 1205 始業式（30分）二測定・学活・特別時間割（各45分） ×

26 金 ２年 短学活 始業式 学活 二測定 特時 × × 1205 学校指定の服を着用する日 ×

３年 短学活 始業式 特時 学活 二測定 × × 1205 ×

27 土

28 日

１年 読書 特時 特時 特時 特時 特時 1150 1455 1515 二学期給食開始、生徒会専門委員会（体育祭運営含む） ○ SC

29 月 ２年 読書 特時 特時 特時 特時 特時 1150 1455 1515 3年学力考査② ○

３年 短学活 1150 1455 1515 ○

１年 読書 道徳 A火２ A火３ A火４ A火５ A火６ 1240 1530 1550 ○

30 火 ２年 読書 道徳 A火２ A火３ A火４ A火５ A火６ 1240 1530 1550 ○

３年 社会 道徳 A火２ A火３ A火４ A火５ A火６ 1240 1530 1550 ○

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月６ 月５ 総合 1240 1530 1550 ○

31 水 ２年 読書 月１ 月２ 月３ 月６ 月５ 総合 1240 1530 1550 ○

３年 数学 月１ 月２ 月３ 月６ 月５ 総合 1240 1530 1550 ○

学力考査②

令和４年度（2022年度）　９月　行事予定　箕面市立第一中学校

日 曜 校時予定表 校内行事予定 給食 ＳＣ

学年 短学活 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 放課後 給食 清掃 放課 日番

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 1220 1500 1520 45分×6 ○

1 木 ２年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 特時 1220 1500 1520 ○

３年 理科 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 特時 1220 1500 1520 ○

１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 1240 1530 1550 メンバー決め（⑥限） ○

2 金 ２年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 1240 1530 1550 ○

３年 英語 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 1240 1530 1550 ○

3 土

4 日

１年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 月６ 1240 1530 1550 ○ SC

5 月 ２年 読書 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 月６ 1240 1530 1550 ○

３年 国語 月１ 月２ 月３ 月４ 月５ 月６ 1240 1530 1550 ○

１年 読書 特時 特時 特時 特時 特時 1150 1455 1515 チャレンジテスト（3年） ○

6 火 ２年 読書 特時 特時 特時 特時 特時 1150 1455 1515 学校指定の服を着用する日 ○

３年 社会 1150 1455 1515 ○

１年 読書 A水１ A水２ A水３ A水４ A水５ 総合 1240 1530 1550 文化祭運営委員会（生徒） ○

7 水 ２年 読書 A水１ A水２ A水３ A水４ A水５ 総合 1240 1530 1550 ○

３年 数学 A水１ A水２ A水３ A水４ A水５ 総合 1240 1530 1550 ○

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 総合 1240 1530 1550 ○

8 木 ２年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 総合 1240 1530 1550 ○

３年 理科 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 総合 1240 1530 1550 ○

１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 総合 1240 1530 1550 ○

9 金 ２年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 総合 1240 1530 1550 ○

３年 英語 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 総合 1240 1530 1550 ○

10 土

11 日

１年 読書 特時 特時 特時 特時 特時 総合 1240 1530 1550 ○

12 月 ２年 読書 特時 特時 特時 特時 特時 総合 1240 1530 1550 ○

３年 国語 特時 特時 特時 特時 特時 総合 1240 1530 1550 ○

１年 読書 道徳 特時 特時 特時 特時 総合 1240 1530 1550 ○

13 火 ２年 読書 道徳 特時 特時 特時 特時 総合 1240 1530 1550 ○

３年 社会 道徳 特時 特時 特時 特時 総合 1240 1530 1550 ○

１年 読書 B水１ B水２ B水３ B水４ B水５ 総合 1220 1500 1520 45分×6 ○

14 水 ２年 読書 B水１ B水２ B水３ B水４ B水５ 総合 1220 1500 1520 ○

３年 数学 B水１ B水２ B水３ B水４ B水５ 総合 1220 1500 1520 ○

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 総合 1240 1530 1550 放課後：体育館使用不可 ○

15 木 ２年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 総合 1240 1530 1550 ○

３年 理科 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 総合 1240 1530 1550 ○

１年 読書 特時 特時 総合 総合 1240 1530 1550 文化祭前日準備・部活動停止・体育館使用不可 ○

16 金 ２年 読書 総合 総合 特時 特時 1240 1530 1550 学年通信配付（中間考査範囲） ○

３年 英語 特時 特時 総合 総合 1240 1530 1550 ○

１年 短学活 総合 総合 総合 総合 ✕ ✕ 未定 文化祭 ✕

17 土 ２年 短学活 総合 総合 総合 総合 ✕ ✕ 未定 ✕

３年 短学活 総合 総合 総合 総合 ✕ ✕ 未定 ✕

18 日

19 月 【 敬　老　の　日 】

20 火 【 振　替　休　日 】

１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 1220 1500 1520 45分×6 ○

21 水 ２年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 1220 1500 1520 ○

３年 数学 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 1220 1500 1520 ○

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 1240 1530 1550 ○

22 木 ２年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 特時 1240 1530 1550 ○

３年 理科 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 特時 1240 1530 1550 ○

23 金 【 秋　分　の　日 】

24 土

25 日

１年 短学活 × × 1205 中間考査（28日まで） × SC

26 月 ２年 短学活 × × 1205 学校指定の服を着用する日（28日まで） ×

３年 短学活 特時 特時 特時 × × 1205 ×

１年 短学活 × × 1205 ×

27 火 ２年 短学活 × × 1205 ×

３年 短学活 × × 1205 ×

１年 短学活 1150 × 1240 体育祭係打ち合わせ（生徒・教職員） ○

28 水 ２年 短学活 1150 × 1240 ○

３年 短学活 1150 × 1240 ○

１年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 木６ 1220 1500 1520 45分×6 ○

29 木 ２年 読書 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 特時 1220 1500 1520 ○

３年 理科 木１ 木２ 木３ 木４ 木５ 特時 1220 1500 1520 ○

１年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 1240 1530 1550 ○

30 金 ２年 読書 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 1240 1530 1550 ○

３年 英語 金１ 金２ 金３ 金４ 金５ 学活 1240 1530 1550 ○

中間考査②

チャレンジテスト

中間考査①

中間考査①

中間考査②

中間考査①

中間考査③

中間考査③

中間考査②


