
 

 

 

                              

 

                                                                                                    

 

 

 

校長より 

 校庭の桜の花が咲き始めた 3月 18日(金)、3

年生が、卒業しました。立派な卒業式でした。2

年生は、しっかりとした態度で式に臨み、1年生

もＭｅｅｔで参加しました。まん延防止等重点措

置中のニューノーマルな参加形態でした。市内全

校が生徒数に関わらず 1時間の式でした。四中は

小規模校なので、1人 1人に証書を授与できたし

卒業生の合唱、全校合唱もできました。 

  

校長式辞 

振り返れば卒業

生の皆さんは、中学校生活の２／３が、コロナ禍

でした。２年生の初めは「当たり前の生活」、「い

つも通りのこと」がままならず、もどかしいと感

じていたようでしたが、３年生になるころには、

いつしかｗｉｔｈコロナ、ニューノーマルに適応

していきました。まさに、「不易流行の精神」で

す。(中略)コロナ禍ならではの体験を通して、確

実に皆さんは「柔軟に工夫する力」「変化を積極

的に受け入れる力」を身に着けました。この

力は、これからの将来、きっと皆さんの役に

立つことでしょう。 

 

送ることば 

気持ちの切り替

えができ、行動に移すことができる先輩方の姿が

目に焼き付いています。先輩方が卒業した後のぽ

っかりと空いた教室をみることになると思うと寂

しく心細くてなりません。しかし、これまで先輩

方が築き上げてきた伝統を私たちはしっかりと引

き継ぎ、この第四中学校をさらに素晴らしい学校

にしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別れのことば 

【1年生】1つになっていく機会がたくさんあり

この 1年間だけでも多くの思い出が作れたことを

嬉しく思います。【2年生】例年とは異なる学校

生活を通して、様々な困難を乗り越え 3年生に向

けて自ら考え行動していく力や仲間と協力して 1

つのことを成し遂げる力を確実に身につけ中学生

としてそして先輩として成長することができまし

た。【3年生】少しずつ日常を取り戻すことがで

きました。2年生では中止になった行事もありま

したが、3年生では変更点こそあったものの、全

ての行事が実行で

きました。その 1

つ 1つにたくさ

んの思い出がある

ことでしょう。 

 

卒業式前の校舎内は、3年生から下

級生のメッセージや、下級生から 3

年生へのメッセージが掲示され、と

ても温かい雰囲気でした。

卒業式前日は、3年生か

ら、1･2年生へ「明日

のために」と題した受

験に関する資料がプレ

ゼントされました。 

演台の松は、地域の方が 3年生の

ために貸してくださいました。また、式前日、地

域支援コーディネーターさんや、PTA会長さん

らが、日が落ちるまで花壇の整備をしてください

ました。在校生や教職員も会場設営や清掃など時

間をかけてやりました。そんな愛のあふれる環境

の中、105名が卒業していきました。 

皆さんの輝かしい未来を
心から願っています。 

先輩方が築き上げてきた 
伝統を私たちはしっかり
と引き継ぎます。 

この輝いた3年間を過ご
せたのも皆さんのおか
げです。本当に感謝し
ています。ありがとう
ございました。 
 

第２０号 校長 生野 まゆみ  

令和４年３月２５日（金） 



臨時生徒総会 

 11日(月)生徒会本部のから、ジェンダー平等

の視点で「専門委員会の男女枠一部廃止」の提案

がありました。臨時の生徒総会を行い、可決され

ました。来年度

からは学芸委員

環境整備委員、

給食委員の男女

枠は設けず各ク

ラス 2名の選出

となります。 

 

オリンピック・パラリンピック教育 

レガシーアワード校 

 四中だより第 18号で紹介した、レガシーアワ

ード校の賞状や副賞等、東京都からオリンピッ

ク・パラリンピックの関連グッズが届きました。

昇降口に展示してあります。ぜひ、手に取ってみ

てください。 

  

 

 

 

  

 

 

始業式 4月 6日(水) 

8：00～昇降口前で新クラスを発表します。 

8：30 整列完了･出欠確認 

(荷物を持ったまま体育館に集合) 

 始業式･着任式の後、学活、入学式準備です。 

11：00頃には下校の予定です。 

 

入学式 4月 7日(木) 

卒業式には現 2年生が参加したので、入学式は

現 1年生が会場で参加します。現 2年生は、

Meetでの参加になります。前日の準備は、全校

で行います。新 1年生は 4学級の予定です。 

9：20 現 1年生登校･学活 

9：30 体育館へ移動 

10：00～11：00 入学式 

      現 2年生はMeetで参加する 

11：10 学活、片付け 

12：00頃には下校の予定です。  

 

 4月の保護者会 

 新学期早々の実施につき、安全･安心メールや

Chromebookは学年更新の影響が懸念されるた

め、お知らせをプリントして本日配布しました。 

日時 

2・3年生 4月 11日(月) 14：30～16:00  

1 年生 4月 13日(水) 14：30～16:00 

参加方法 

以下の①～③のいずれかでお願いします。  

①都合がよろしければ、来校してください 

場所；各教室 

②ご自宅から参加する場合は、生徒用端末のクラ

スルームで参加してください 

・全体会(14:30～)は「全校」から 

 ・学年保護者会(15:10～)は「学〇年」から 

 ・学級懇談会(15:30～)は「級〇-〇」から 

③その他 Zoomでもご参加いただけます 

 ご希望の方には、別途 ID,PWをお知らせいた 

します。 

その他 

参加確認票は、4月 6日始業式の日に担任へご

提出ください。日程の都合上、タイトな設定で恐

縮ですが、ご協力ください。 

今年度の四中だよりは、今号が最終回です。1

年間、ご覧いただきありがとうございました。

学校のようすをご理解いただく一助となったの

なら幸いです。SDGｓの視点で印刷しての配布

ではなく、HP への掲載とさせていただきまし

た。来年度も引き続き、同様にさせていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 



４月の予定 

４月の目標 

  基本的な生活習慣を確立しよう 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年度年間行事予定 

 HP に掲載します。変更がある場合は、学年だ

より、四中だよりでお知らせします。 

体育祭   6月 4日(土) 

音楽祭 10月 18日(火) 

スキー教室  

ここ２年間、調布市では中学校全校中止でした。

来年度については調布市全校で１年生と一緒に２

年生もスキー教室を実施する方向です。 

職場体験 

来年度も、コロナの影響で実施が難しく、調布市

は休止すると判断しています。学校では、それに

代わるキャリア教育を総合的な学習に時間で計画

しています。 

 

日 曜 行事予定 

1 金  

2 土  

3 日  

4 月  

5 火  

6 水 始業式 

7 木 入学式 1年生集合写真撮影 

(3年生は自宅からMeetで参加) 

8 金 給食始 

9 土  

10 日  

11 月 身体計測 集合写真撮影(2･3年) 

保護者会(2･3年) 

12 火 新入生歓迎会・部活動説明会 

13 水 保護者会(1年) 

14 木 専門委員会 眼科検診 

15 金 市学力調査(1年) 生徒協議会 

16 土  

17 日  

18 月 正規時間割始 内科検診 

19 火 全国学力学習状況調査(3年) 

20 水  

21 木 部活動保護者会始(～5月中) 

22 金  

23 土 調布市防災教育の日 

安全指導 避難訓練 

24 日  

25 月 生徒会朝礼 

26 火  

27 水  

28 木 心臓検診 

29 金 昭和の日 

30 土  

学期 月 主な行事予定 (対象学年) 

１
学
期 

4 

始業式 入学式 保護者会 

市学力調査(1)  

全国学力学習状況調査(3) 

調布市防災教育の日 身体計測始 

5 

離任式 セーフティ教室 

自転車安全教室スタントマン  

進路説明会(3)  

都学力向上を図るための調査(1･2) 

高校の先生の話を聞く会(3) 

6 

あいさつ運動 体育祭  

都学力向上を図るための調査(3) 

定期考査 

7 

歯磨き指導(1)  

卒業生の話を聞く会(3)  

終業式 三者面談 

２
学
期 

8 始業式 

9 

生徒会役員選挙  

古典芸能鑑賞教室(1) 定期考査 

校外学習(2) 修学旅行(3)  

自転車ｼﾐｭﾚｰﾀｰ交通安全教室(1) 

10 
進路説明会(3) 研究推進校発表会  

音楽祭 進路面談(3) 

11 
あいさつ運動 定期考査 

スピーキングテスト(3) 

12 
道徳授業地区公開講座 三者面談 

終業式 

３
学
期 

1 
始業式 市学力調査(1) 

スキー教室(1･2)  

2 
音楽鑑賞教室(2) 

定期考査 

3 
普通救命講習(3) 

保護者会 卒業式 修了式 

春休み中は、保護者の皆様、地域の方々には子

供の見守りをお願いいたします。生徒の皆さん

は、新年度に向けて不安になる時期かもしれま

せん。心配なことがあれば 1 人で抱え込まず必

ず誰かに相談しましょう。それから、交通ルー

ルを守り事故に遭わないようにしてください。

命は何よりも大事です。危険を回避して生活し

ましょう。 


