
 

 

 

 

 

 

 

「1学期を振り返って」 

校長 石橋 充久 

1学期が終わろうとしています。年度当初から本日までの間、保護者・地域の皆様の温かいご支援・ご協力に心から感

謝申し上げます。学期末の三者懇談では、担任から１学期間の学校での様子などお伝え出来たのではないでしょうか。1

学期を振り返って、うまくいったこともいかなかったこともあったことでしょう。残念ながら、1学期に満足できなかった人に

は、「全てが、順調にいくことのほうが稀です。たとえ、うまくいかないときが続いたとしても、腐らずに、目標に向けて、歩みを

進めることが大事だ。」と伝えたいです。 

保護者のみなさまには、ぜひ、我が子の１学期の頑張りを認め、褒める材料にしていただければと考えます。 

明日から夏休みに入ります。学校生活から離れ、ご家庭において自主的・計画的な生活を送ります。ぜひ、日頃の学校

生活では味わうことのできない体験を積んでほしいと思います。夏休みは、自分を振り返り、目標を考え直す時間です。2

学期の躍進を期待しています。 

さて、それぞれの学年にとって、この 1学期は、宿泊行事が予定通りに実施することができた喜ばしい学期だったと感じ

ています。 

１年生は、初めての中学校生活で、教科担任制、部活動、期末考査など、新しいこと尽くめで、気疲れ、人疲れをすること

も多く、また、新しい仲間とうまく人間関係ができるかなど不安も大きかったと思います。そんな中でのハチ高原への宿泊

学習は、仲間の新しい一面を知り、学校生活が楽しくなったのではないでしょうか。 

２年生は、中学校での初めてのクラス替えがあり、新しい担任の先生や友だちとの出会いがありました。神戸への宿泊

学習で班ごとに行動することは、一人ひとりが自覚と責任を持つという意味で、大きく成長できたのではないでしょうか。 

３年生は、最高学年であることを様々な場面で意識することがあったのではないでしょうか。部活においても、後輩を指

導し、頑張ることが出来たと思います。きっと、3年生の背中みていた１・２年生に、大切なものを残したことでしょう。夏休み

中に、文化祭の準備も始める学級もあると聞いています。コロナでしばらくできなかった文化祭なので、思い出に残る最高

の文化祭になる様、３年生の力を大いに発揮してください。期待しています。 

ところで、1学期末に、標準服について考える授業を行いました。4月から、学校生活において、標準服の着用を個人や

家庭の判断に委ねています。今回の授業では、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という思いから、1学期最後の全学年全学級の授業で、考えることの取り組みを行いました。一

人一人の考えや意見は違って当然です。正解のない命題だと考えます。大切なのは、こういった授業を通じて、考えることで

す。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です。 

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きます。それまで、 

考える時間は十分にあります。周りの人の意見を傾聴し、9月に自分なりの答えを 

出すことを願います。 

最後に、夏休み直前に、新型コロナウイルス感染症数が急激に増加しています。 

一中においても、陽性者や濃厚接触、発熱などの体調不良を訴える生徒が増えて 

います。日々の生活において、感染予防対策をしっかり行い、健康で安全な夏休み 

をお過ごしください。                                       ＜はるかちゃんのひまわり こんなに大きくなりました＞ 

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 

令和４年（2022年） 

７月２０日発行夏休み号 

箕面市立第一中学校 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年生 高校出前授業 

７月７日（木）５限目に高校の授業を体験しました。６つの高校の全１０講座、国語や社会、数学、美術などの教科の

他に探求、看護師入門、情報科、園芸、キャリアアップ、アニメアートなど、多彩な講座の授業を受けることができました。 

緊張しながらも一生懸命取り組んでいました。この夏、オープンキャンパスや学校説明会などに参加する予定の人も多

いと思います。自分で実際、見て感じて、自分の進路を考えていきましょう。 

 

 
国語「マンガだって

文学的」箕面自由学園 

マンガを教材に用い

て、小説の読解の素

地を培います。 

 

「アニメアート」 宣真高校 

イラスト専用のペン、コピックを使って缶バ

ッチなどのグッズを制作し、イラストの技術

を学びました。キャラクターづくしの授業で

世界に一つだけの缶バッチを作りました。 

社会「とことん探究 歴史編」箕面自由学園 

ビゴーの描いた風刺画を見ながら、２０世紀

末の世界情勢を学びます。 

探究 「創造性って？～レゴチ

ームビルディング～」追手門学院 

レゴで独創的なものを作成し、

グループコラボレーションで創    

造的破壊に挑戦！ 

美術「ムンクって何それ

おいしいの？」追手門学院 

絵画作品にアフレコした

り、同じポーズをとってみ

たり、からだで体験するア

ート。 

看護師入門 宣真高校 

身近な応急処置や聴診器で自分の心臓や

腸の音を聞いてみました。また本物そっくりの

赤ちゃん人形で抱っこの仕方も学びました。 

キャリアアップ「なぜ私たちは働くのか」 箕面学園 

「働く」理由は人それぞれです。 

「仕事」「働く」ということについて少しだけ深く考える

授業でした。高校からその先が少し見通せたかな。 

情報科「ピクトグラムを使った情報発信」 箕面学園 

様々な人に情報を伝えるのは難しいこと。小さな子ど

もには？お年寄りの方には？外国から来た人には？

多くの人に情報を伝える大切さをピクトグラムを使っ

て考えました。 

数学「確率」 豊島高校 

ゲームを通して、確率を考えました。 

園芸「農産物の加工」園芸高校 

農産物の調理・加工を体験しま

した。農産物はその時の収穫さ

れたものを活用します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非行防止教室＆SNS トラブル未然防止教室 

箕面警察の方に来ていただき、学年ごとに非行防止教室をしていただきました。 

今年度は、学年によってテーマを変えて、話をしていただきました。 

1年「飲酒・喫煙・薬物に手を出さないために・・・」 

２年「少年法改正において。１４歳を迎えるにあたって。」 

３年「民法改正により成人年齢２０歳から１８歳になることによるリスクマネージメント」 

２年生の話の中には、警察学校の入校式までの1週間の様子も話していただきました。この１週間で、「仕事はひとり

ではできない。全員で心を合わせて頑張ってやること」を体感するそうです。教官から本気で怒られ、その時は教官に腹

がたったが、振り返ればありがたいと思っていると自身の体験を話してくださいました。 

SNSのトラブルについても、本当にあったトラブルをもとにわかりやすくお話をしていただきました。 

みなさんは、それぞれのテーマについてお話を聞いて、どんなことを学びましたか。また、学んだことを今後の生活でど

のように生かしていきたいですか。まずは、自分自身のことを振り返り、ダメだったなと思ったことは、改めるなど、実際に

行動してほしいと思います。 

平和について考えました 

７月６日（水）の６限に平和学習を全学年実施しました。沖縄について、どんなことを知っていますか？今年の５月１５

日は沖縄返還５０年、６月２３日は７７年目の沖縄慰霊の日でした。今回は、沖縄について全学年同じ教材で、各クラス

で話をしました。「米軍基地」について動画を見ながら、「沖縄の人たちも、ここにいるみんなも、平和に暮らすために解

決すべき問題は？」について考えました。少し難しかったかもしれませんが、沖縄で起こっている問題を、自分と関わりの

ある問題として考えてくれたらと思います。 

「無関心」という知らないことで起こる問題は数多くあります。１つでも多くのことを、正しく「知り」「考え」「行動する」

ことが、社会を変えていきます。平和に暮らすために必要なことは何なのか、考える時間になりました。 

生徒会学習会＆ザ☆バザーる 

７月５日（火）に五中で、市内全中学校・一貫校が集まって「生徒会学習会・交 

流会」がありました。一中生徒会のメンバーも参加し、箕面市内の中学校の生徒 

会の人たちとグループ討議をしました。 

テーマは「箕面市、各学校の課題（困っていることや原因）はなんだろうか？」でした。 

i-checkの質問「あなたのクラスのいいところがあると思いますか」「今のクラスが 

好きですか」「あなたの気持ちを分かってくれる友だちはいますか」「なんでも相談 

できる友だちがいますか」の４つの項目の昨年度の結果をもとに、グループごとに課題や解決するために生徒会が取り

組んでいること、取り組みたいことを討議し、グループごとに発表し交流を深めました。出席をしてくれた生徒会のメンバ

ーは、しっかりと意見を述べていました。 

また、７月３日（日）には、西小で守る会主催の 

地域行事「ザ☆バザーる」が 3年ぶりに「学びと 

遊び」をテーマに開催されました。 

生徒会もゲームコーナー「缶落とし」を出店しま 

した。全部の缶が倒れるとガッツポーズを見せて 

くれる小学生の姿もありました。 

みんなが笑顔で元気になれる一日になりました。 

部活動の記録 

【卓球部】 箕面市民大会                                        【女子バレーボール部】 

１，２位グループ 2年男子  優勝 E K    3位 S T                第 70回豊能地区女子部別大会 

３，４位グループ 2年男子  準優勝 I T                             3部ブロック  優勝 

１，２位グループ 2年女子  準優勝 O M                        【バドミントン部】 

3，4位グループ 2年女子  優勝 M H                            豊能地区バドミントン春季大会 

夏季豊能地区大会                                                   女子シングルスの部 

個人戦 第３位 S T                                                  第 3位  T M 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七夕に願いを 

 ７月７日（木）は七夕。学級委員会の活動で、各学年の大きな笹が１階ホールに飾られ 

ました。短冊にはいろいろなお願い事が書かれていました。 

・コンクールや大会で活躍したい。優勝したい。  ・勉強と部活を両立させたい。 

・お母さんに怒られませんように。  ・いいことがありますように。 

・推し活がんばります。  ・楽しく過ごせますように。 

・早く足が治りますように。  ・やりたいことが全部できますように。 

・全員合格できますように。 ・何事にも全力でいられますように。 

学校協議会 

第１回学校協議会を 7月7日（木）に開催しました。まずは、６時間目の授業を参観し、学校でのこどもたちの姿を見

ていただきました。その後、学校から報告、委員のみなさまからのご意見をいただきました。 

 学校からは、学校教育目標、各学年の学校生活での様子、宿泊行事の様子、非行防止教室や SNS トラブル防止教

室などの学年ごとの取り組みや生徒会学習会のこと、標準服の取り組みなど報告しました。 

 委員のみなさまから、いろいろなご意見をいただきました。 

・新型コロナウイルス感染症の教育への影響は大きい。学習活動は盛り返しているように感じた。学級閉鎖や学年閉鎖 

等があると、保護者の緊張感は増す。 

・授業は、元気で明るく、安心した。 

・３年生のフロアには、高校のポスターがたくさんはってある。心に余裕をもって過ごしてほしい。 

・標準服、ジェンダーの話は、みんなで考えることが大切である。意見は分かれるだろうが、議論の上、決めたということ

が大事である。 

・標準服の説明会で出た、すべての質問に回答してほしい。 

・生徒会の生の声を聴くことができて、頼もしいと感じた。 

・標準服については昨年１１月から取り組んでいること。このまま進めていってほしい。理想と考えている。 

・「あいさつ運動」をしていると地域の人との関わりが見えてくる。中学校の先生方はよくあいさつをしてくれる。 

・パトロールから帰ってくると、「おかえり」「ただいま」という声が聞こえてくる。 

いろいろなご意見をいただきました。今後の学校生活に生かしていきます。 

チェリー先生 ダニエル先生  アレン先生 ありがとうございました！！ 

 １学期をもって、チェリー先生、ダニエル先生は帰国されます。アレン先生もご自身のご都合で急遽やめることになりま

した。英語の授業は楽しかったですね。廊下でも楽しそうに話をする姿や掃除など一緒にする姿をたくさん見ることがで

きました。みなさんへのメッセージです！！ 

 

I’m very happy I came to 1Chu to teach you English! 

I really enjoyed taking to everyone too! 

Thank you for taking to me and teaching me about Japan! 

See you again someday and all the best in your studies  

and future!                          Cherry 🍒 

 

Thank you for youｒ Kindness！ 

I had a lot of fun , and I made great memories!  

I will miss everyone. 

Good luck! ありがとうございます！        Danielle Moss 

2学期始業式 

日時 ８月２６日（金） 8：30登校 

     午前中授業 

※給食は、８月２９日（月）からです。 


