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一週間延長になった夏休みが終わりました。この間、東京オリンピックや甲
子園、原爆の日、８月２４日からはパラリンピックが始まっています。また１
０日間以上大雨が続いたり、新型ウイルス感染拡大など、様々なことがありま
した。 

さて、東京オリンピックの理念は「多様性と調和」でした。LGBTQを公表す
る選手が過去最多となる１８０人以上が参加しました。その中で、飛び込み男
子で２つのメダルを獲得したイギリスのトーマス・デーリー選手は、「編み物
をしていると平常心でいられる。」ということで競技の合間に編み物に集中す
る姿が話題になっていました。また、自身が同性婚をしていて、その様子やコ
メントを SNSで発信しています。「どんなに孤独を感じていても一人じゃない
し、仲間がいる。私が五輪王者になったように、みんなも何だって成し遂げら
れる。」 

１４歳で初出場した２００８年北京五輪後、アイドル的な人気へのやっかみ
からか学校でのいじめに悩まされた。性的指向に関し、同性愛嫌思者からイン
ターネット上で卑劣な中傷を受けたこともあった。「孤独で自分には、どこに
も居場所がない、社会の望む姿であるべきなのかと葛藤したこともある。」と
振り返ることもあるが、ありのままの生きる道を貫いた。自分らしい姿を公表
することで同じ立場の人がカミングアウトしやすい社会にしていきたいとい
う希望を持っています。 

賛否のあった東京オリンピックですが、オリンピアンやパラリンピアンたち
の真摯な姿や自分自身のことを公表したり、社会に対する自分の意思を表明し
たりと、私たちに投げかけられたことは意識改革として広がっていくと確信し
ました。 

２学期は、文化祭や修学旅行など行事もあります。行事を通して、皆さんが
周りに同調して判断するのではなく、きちんと自分自身を出しながら、人との
関係を作ってくれたらと願っています。  
 

校長 池田 広恵 
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『認め合い、支え合い、学び続ける生徒の育成』 

 

＜９月号＞ 

☆Just the way you are☆ 

☆ 

 



９月 

９／２は、３年生のみ給食あり、パン販売はバラ売りのみの販売です。 

am pm

登校 8:30 12:30

読書・連絡 8:30～8:50 12:30～12:40

オンライン朝礼 8:40～8:50

1限 8:55～9:40（45分） 12:45～13:30（45分）

休み 9:40～9:50 13:30～13:40

2限 9:50～10:35（45分） 13:40～14:25（45分）

休み 10:35～10:45 14:25～14:35

3限 10:45～11:30（45分） 14:35～15:20（45分）

終礼 11:30～11:40 15:20～15:30

オンライン終礼 15:30～15:40

日 曜日 ａｍ ｐｍ

9月2日 木

9月3日 金 偶数 奇数

9月4日 土

9月5日 日

9月6日 月 奇数 偶数

9月7日 火 偶数 奇数

9月8日 水 奇数 偶数

9月9日 木 偶数 奇数

9月10日 金 奇数 偶数

３年生チャレンジテスト

日 曜 給食 行事

1 水 × 始業式　　　　　　　　　分散登校

2 木 大阪府チャレンジテスト（３年）

3 金 ×

4 土

5 日

6 月 × 教材費振替

7 火 ×

8 水 ×

9 木 ×

10 金 × 吹田市子ども科学作品展（～14）

11 土

12 日

13 月

14 火

15 水 教材費再振替

16 木

17 金

18 土

19 日

20 月 敬老の日

21 火

22 水

23 木 秋分の日

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水

30 木

生徒会に関する日程は、後日連絡します。後期生徒会に立候補したい人はぜひ考えておいてください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆９月行事予定・分散登校について☆ 

分散登校について 

吹田市教育委員会の指示により、９／３（金）～９／１０（金）

の期間、各クラスを出席番号奇数・偶数で 2 分割し、午前（ａｍ）、

午後（ｐｍ）に分散して、各３時間の授業を実施します。時程に

関しては、下の表で確認をしてください。 

 

・午前、午後とも『登校』の時間に登校してください。 

・『登校』でない時間帯は、家庭での学習時間になります。 

・昼食は各家庭で食べるようにしてください。 

 ※午後からの生徒は、昼食を家で食べてから登校します。 

・午後の授業の生徒は、８：４０からオンライン朝礼があります

ので、各家庭から Teams に接続し、朝礼を受けてください。 

・午前の授業の生徒は、１５：３０からオンライン終礼がありま

すので、各家庭から Teams に接続し、終礼を受けてください。 

・午前、午後とも読書の時間がありますので、本の用意をしてく

ださい。 

・９／２（木）は、チャレンジテストのため、３年生のみの登校

です。１・２年生は、家庭学習の日になります。（オンライン授

業はあります。） 

・９／３～の給食はキャンセル扱いとなりますので、各ご家庭で

昼食の用意をお願いします。 



〇情報の技術

〇Unit 3 My Future Job 〇Let's Read①: A Mother's Lullaby
〇Unit4: Be Prepared and Work Together

１年生 ２年生 3年生

〇化学変化とイオン

〇鑑賞
〇ギター

〇鑑賞
〇ギター

〇ポップアップカード
〇模様をデザインする
〇鑑賞

〇立体(粘土)

〇バドミントン
〇保健

〇女子：ソフトボール・保健
〇男子：バスケットボール・保健

〇住まいのはたらき
〇材料の加工と技術

〇Unit 3 Club Activities

〇プレゼンテーション
〇枕草子・徒然草
〇形容詞・形容動詞

〇「フロン規制の物語」
〇「論語」
〇和歌の世界

〇3節　産業の発達と幕府政治の動き（歴史） 〇現代の日本と世界（歴史）
〇私たちの暮らしと現代社会（公民）

〇３章　１次関数 〇３章　２次方程式
〇４章　関数y=ax^2

国語

社会

数学

理科

音楽

〇「字のない葉書」〇「玄関扉」
〇並立の関係・補助の関係・文の成分・連文節
指示する語句・接続する語句

〇世界の諸地域

〇４章　方程式

〇混合物を分ける

〇鑑賞
〇あかとんぼ

美術

〇生物の体のつくりとはたらき

保体

技家

英語

〇色彩構成
〇レタリング

〇水泳
〇ハードル走
〇ソフトボール
〇保健

〇エネルギーの変換と利用
〇衣生活

①個人懇談ありがとうございました。 

先日は個人懇談にご協力いただき、ありがとうございました。心地よい緊張感の中、各学

年とも有意義な時間が持てたと聞いています。お話しできた内容は今後の教育活動に活かし

ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

②特別教室にエアコンが設置されました。 

 夏休み中にエアコンの工事が行われ、多くの特別教室にエアコンが 

設置されました。特別教室での授業が夏休み前よりも快適に受けられ 

ると思います。ぜひ、感謝の気持ちをもって、これからも特別教室を有効的に活用していっ 

てください。 

 

③第２回英検（実用英語技能検定）準会場実施中止のおしらせ④ 

１０月に予定していました第２回英検の準会場実施（西山田中学校で受験できる英検）で

すが、新型コロナウイルスの感染拡大の状況及びそれにともなう学校行事の流動的な変更な

どによる影響を鑑みて、実施を見合わせることになりました。急な決定で大変申し訳ありま

せんが、ご理解ください。よろしくお願いします。 

 

④新型コロナワクチンの接種について 

生徒が、医療機関などで新型コロナワクチン接種を受ける場合や接種後に副反応 

が出た場合は、『出席停止』の扱いとなります。該当する場合は、担任まで連絡を 

お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆お知らせとお願い☆ 

☆ 

☆９月の学習予定☆ 



 

９月となりましたが、暑い日が続いています。いつでも・どこでも・だれでも条件次第で

熱中症にかかる危険性があります。しかし、熱中症は正しい予防方法を知り、普段から気を

つけることで防ぐことができます。熱中症予防の知識を身に付け、２学期のスタートを気持

ちよく切っていきましょう！！ 

 

１．シーズンを通して、暑さに負けない体づくりを！ 

・喉がかわいていなくても、こまめに水分をとろう。 

・毎日の食事を通して、ほどよく塩分をとろう。 

・睡眠環境を整えよう。※寝ている間の熱中症を防ぐと同時に、 

ぐっすりと眠ることで翌日の熱中症を予防できます。 

 

２．日々の生活の中で、暑さに対する工夫をしよう！ 

・湿度も気にしよう。※気温だけでなく、湿度が上がることで熱中症の危険性が高まりま

す。体育館など屋内の場合は、風通しを良くすることで、気温や湿度が高くなるのを防

ぐことができます。 

・衣服を工夫して暑さを調整しよう。※衣服は通気性のよい生地を選んだり、吸水性や速

乾性にすぐれた素材を選ぶことで予防につながります。 

・マスクを着用している時は、強い負荷の運動は避け、場合によれば、周囲の人との距離

を十分にとれる場所でマスクを一時的に外して休憩することも必要です。 

・こまめな休憩をとり、無理をしないようにしよう。 

 

 

 

毎年、夏休みを境に多くの３年生が部活動を引退していきます。 

入部してから２年半、楽しく幸せな時間もあれば、辛く、苦しい時 

間もあったと思います。でも、今までの活動を振り返った時に、自 

分自身が成長できたと感じる場面がたくさんあったのではないでし 

ょうか。部員や後輩のことを考えて行動してきたことで、『相手を思 

いやる大切さ』を感じることができた。同じ目的・目標に向かって 

行動することで、『チームワークの大切さ』を学ぶことができた。大会までの時間を考える

ことで、『時間の大切さ・有限さ』を知れた。勝負に負けて悔しかったけど、『最後まで諦め

ない気持ち』が大切だとわかった。親や仲間・地域の方、たくさんの人に支えてもらって『感

謝の気持ち』が芽生えた…。部活動から得たたくさんの経験や思い、そして考えは、これか 

らみなさんの人生を支えていく大きな力となってくれるはずです。この 

力をぜひ、夏休みからの生活、文化祭、そしてそれぞれの進路に向けて 

活かしていってください。 

☆部活動の引退☆ 

☆夏休み明けも熱中症の予防や対策を！

☆ 


