
 
 

 

 

今年も３学期のスタートは、書き初めの展示から始まりました。多

くのことが時代の流れとともになくなっている中、書き初めの文化は

書道(毛筆)の文化とともに残っています。生活の中で墨を使って表現

する機会は大変少なくなっています。さらに Chromebook の使用によ

り、鉛筆で文字を書く機会も減少しているように感じます。１年に１

回、皆が取り組み、作品を展示する機会は貴重なのかと思います。 

【１年生】 

組 金 賞 銀 賞 銅 賞 

１組 瀬川 哩央 坂本 杏樹    馮  宇嘉 飯田 美有子    﨑出  灯    王  子碩 

２組 松尾 奈留 竹山 美空    堀  唯愛 伊藤  茜    新屋 飛燕    山崎  凛 

３組 中田 英里 北本 麒之輔    林  結菜 荒竹 玲男    織田 真緒    本間 百華 

４組 小柳 喜楽空 相上 史織    石垣 凛楓    

蓮田 ひなの 

上田 乃愛    藤原 くるみ    矢代 柊司 

５組 岡水 凛華 金森 彩里夏    竹村 実香 相上 紗希    加藤 志帆    土田 花衣 

６組 長谷川 心音 北川 莉子    宗守 紗世 西村 颯真    薮下 玲央    吉田 七望 

７組  櫻井 小春    吉本 雪乃 河村 美沙   北村 なつめ   佐々木 さくら 
 

【２年生】 

組 金 賞 銀 賞 銅 賞 

１組 山邉 椛乃 

吉田 琉華 

嶋田 理宇聖  三木 若菜 丹保 亜花莉  中村 優杏姫  紅谷  渚  

森下 夢華 

２組 谷本 朋花 磯田 実来  小竹  宙 貝沼 和香  松本 美月 

３組 丸川 舞倖 太田 成政  普神 唯衣 大岡 陽菜子  片岡 柚乃  村谷 秋桜子 

４組 細川 幸音 德市 朱姫  西山 笑璃 高橋 佑乃  竹内 紗希  玉野 翔子 

５組 森田 結衣 表  一徹  松本 莉奈 岸  華凜  徳山 もも  中前 友彩 
 

【3 年生】 

組 金 賞 銀 賞 銅 賞 

１組 荒木 日菜子 赤羽根 遼真  上濃 佑凪  

谷猪 瑠花 

秋山 太一  上田 芽女  割田 拳斗 

２組 久德 芹奈 岡田 倫太朗  山下 來愛 小篠  凛    坂下 可奈    田畑 莉沙 

３組 小林 瑛世 

髙田 莉実 

鳥竹 結愛 岡本 麻希    北村 歩果    濱谷 千晴 

４組 宮本 光瞳 下内 勇人    進藤 美杜 

藤岡 珠輝 

石川 姫子    四十万 楓佳     

５組  菊田 まこと 古林  卓    竹本 翔太    谷内 花帆 

長井 心優      濱  有紗 

６組 鈴木 聖乃 上田 桜芭    中村 桃香 北川 春馬      中嶋 優斗  山嶋 千晴 
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＊学校便り作成にあたり、生徒の文章や写真を使用する場合が

あります。高岡中学校個人情報取扱規程を遵守しております

が、お気づきの点がありましたら学校までご連絡ください。 

学校 E-mail (右の QR コードより) 
 takaoka-j@kanazawa-city.ed.jp 
休業日の連絡は上のアドレスへ 

「校内書き初め展」の作品展示が始まっています！ 
～金･銀･銅賞決定！ 入賞の皆さんは、おめでとうございます。～ 



 

 

 

 

 ３学期のスタートを受け、全校あげての「遅刻防止」の取り組みを実施しています。始業式で

も「自律(自分を律すること)」の大切さなどについてお話ししました。まずは、１月の生活目標

の「時間を意識して行動しよう」を受け、時間を守ることの大切さを再確認するとともに、その

ために自分の行動を正していくことに取り組むこととしました。まずは… 

 

 

 

 

の実現へ向け、学年で、学級で、個人で、そして学校全体で行動することとします。そのために

は、やはり８時１０分には生徒玄関に到着していることが必須なのだと思います。余裕を持って

行動し、落ち着いたスタートを切ることは集団としても効果的な学習につながるポイントです。 

大切なのは…『その実現のために、自分はどう行動することが必要なのか？』を考え、

決定し、実行することです。何も考えない場合は、何も変わりません。変えることはできません。 

そのためにも「眠い」を乗り越え、前の晩の「スマホ･ゲームをもっとしたい」という欲望に打

ち勝つ必要があります。それができることが「自律」の第一歩です。遅刻者数の現状などは、適

宜お知らせしていくつもりです。ご家庭でのご支援をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 ３学期が始まりました。最初の登校日からインフルエンザによる欠席生徒が数名出てきてい

ます。今後の流行へ向け、しっかりと感染対策を実施していく必要があります。年末年始からの

行動制限のない生活により、少し気の緩みが生じていることが原因とも考えられます。各々がそ

れぞれの場面で意識した行動を取ることが校内での感染拡大を防ぐ唯一の方法です。ご協力を

お願いいたします。もちろん規則正しい生活で健康でいることが基盤となります。 

 インフルエンザもコロナ同様に感染した場合は出席停止対応となります。久しぶりの流行で

すので忘れている人も多いのではないかと思います。今一度確認し、適切に対応してください。 

 

インフルエンザに感染した場合の出席停止対応  学校保健安全法より 

発症日 

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 ９日目 

解熱     登校    

 解熱    登校    

  解熱 １日目 ２日目 登校    

   解熱 １日目 ２日目 登校   

    解熱 １日目 ２日目 登校  

     解熱 １日目 ２日目 登校 

 

 

 

現在、遅刻防止へ向けての取り組みを強化しています！ 
～「８時１０分に玄関通過」が落ち着いた学校生活スタートの方法です。～ 

８時１５分には、落ち着いて朝の学習に取り組む環境ができていること 

３学期になり、インフルエンザでの欠席生徒が出てきています！ 
～出席停止期間は発症翌日から５日間かつ解熱後２日経過までとなります。～ 

発症後 5 日間、かつ解熱した後 2 日を経過するまでの出席停止となります。 


