
 

  今年度は新型コロナウイルス

（水）に球技大会を実施することができました

には十高祭を開催する

にとっては就職や進学の試験が行われる時期でもあるなど、より日々の過ごし方に注意し充実した学期

にしてもらいたいと思います。

 

 

◆１０月１日（木）から衣替えとなります！

 例年よりも

どを考慮して

す。移行期間は、

気温等によって

【冬服のルール】

○男子：ブレザー、長袖Ｙシャツ、ズボン、ベルト、ネクタイ。組章を左襟に付ける。

○女子：ブレザー、長袖ブラウス、スカート、ベスト、リボン。組章を左襟に付ける。

○天候や体調に合わせて、Ｖネックセーター、女子の黒タイツ（４月の始業式、入学式等は必ず着用）

の着用を認める。

○正しい冬服を着用したうえで、防寒目的として学校指定のＶネックセーターや、登下校時は華美では

ない帽子やウインドブレーカー等の着用を認める。

○冬季間の公式行事（儀式）の際は、Ｖネックセーター

【冬服着こなし上の注意】

☆ブレザーの前ボタンは閉めること！！

（あけ放ったまま歩いていると、非常にだらしなく見えてしまいます。）

◆公共の場でのマナーについて！

○放課後、部活動が体育館を使用していない時や、体育館を使用する部活動

使用している生徒が見られます。学校も市民センター等と同様に公共の施設です。

使う人がいないかどうかの確認や、突発的な事件事故等が起きた際に「施設内のどこに誰がいる」とい

うことを把握できていないといけません。そこで、

す。学校では紙に記入して届け出

先生にちゃんと断って使用するようにしましょう。

されません。
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○市民センター

（ベタベタし過ぎている。）注意するのも気が引けてしまう程である。」という話を耳にしま

して節度ある交際を心がけてほしいものです。（学校内についても同様です。）

 

○学校向かいのコンビニエンスストアの使用方法について、「

動をするだろうか。」と、

たに座って飲み物や食べ物を食べ

ペースや駐輪スペース

て鹿角を訪れた人たちにどのように見

 

○これから気温と湿度が下がり感染症流行期となります。

ずに施設等を利用している本校の生徒が目立つといった情報が寄せられています。

マスクの着用について

する予防に努めましょう。

 

 

◇鹿角地区の小・中学校から

 「新型コロナウイルス感染症対策の一環として、このあと各校で開催される

いて来校者の制限をすることになりました。これまでは、保護者をはじめ地域の方々に広く、日頃の学習

の成果を披露する機会でありましたが、今年度は各校とも家族のみ入場可能にすることになりました。そ

のため、鹿角地区の小・中学校に兄弟姉妹がいない児童・生徒は入場することができないこととなります。

なお、家族が入場するにあたり、事前申請や受付方法などは各校ごとに異なりますので、当該学校のお

知らせで確認してください。」

 

◇ＬＩＮＥで“心がつながる”相談窓口の案内

 先日、ＬＩＮＥを通じて誰

相談窓口」の案内カードを全校生徒に配布しました。自分では最初は小さな悩みだと感じていたことも、ひ

とりで抱えているうちにマイナス思考が働いて大きな悩みへと膨らむことがあります。何か悩みを抱えて

いる人は、家族、友人やわれわれ教職員はもとより、このような窓口にも気軽に相談してみてはいかがで

しょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

相談期間と受付時間は下記の通りです。相談する方法は、右のＱＲコードから「ＬＩＮＥ友だち登録」する

と、すぐに相談を始めることができます。

相談期間（Ａ）

相談期間（Ｂ）

相談期間（Ｃ）

受付時間

市民センター等において、「本校生徒のカップルが公共の場に相応しくないような接し方をしている。

（ベタベタし過ぎている。）注意するのも気が引けてしまう程である。」という話を耳にしま

して節度ある交際を心がけてほしいものです。（学校内についても同様です。）

○学校向かいのコンビニエンスストアの使用方法について、「

動をするだろうか。」と、

たに座って飲み物や食べ物を食べ

や駐輪スペース

て鹿角を訪れた人たちにどのように見

これから気温と湿度が下がり感染症流行期となります。

ずに施設等を利用している本校の生徒が目立つといった情報が寄せられています。

マスクの着用について

する予防に努めましょう。

鹿角地区の小・中学校から

「新型コロナウイルス感染症対策の一環として、このあと各校で開催される

いて来校者の制限をすることになりました。これまでは、保護者をはじめ地域の方々に広く、日頃の学習

の成果を披露する機会でありましたが、今年度は各校とも家族のみ入場可能にすることになりました。そ

のため、鹿角地区の小・中学校に兄弟姉妹がいない児童・生徒は入場することができないこととなります。

なお、家族が入場するにあたり、事前申請や受付方法などは各校ごとに異なりますので、当該学校のお

知らせで確認してください。」

ＬＩＮＥで“心がつながる”相談窓口の案内

先日、ＬＩＮＥを通じて誰

」の案内カードを全校生徒に配布しました。自分では最初は小さな悩みだと感じていたことも、ひ

とりで抱えているうちにマイナス思考が働いて大きな悩みへと膨らむことがあります。何か悩みを抱えて

いる人は、家族、友人やわれわれ教職員はもとより、このような窓口にも気軽に相談してみてはいかがで

 

相談期間と受付時間は下記の通りです。相談する方法は、右のＱＲコードから「ＬＩＮＥ友だち登録」する

と、すぐに相談を始めることができます。

相談期間（Ａ） ２０２０年

相談期間（Ｂ） ２０２０年

相談期間（Ｃ） ２０２０年１１月１５日（日）

受付時間 １７：３０～２１：３０

において、「本校生徒のカップルが公共の場に相応しくないような接し方をしている。

（ベタベタし過ぎている。）注意するのも気が引けてしまう程である。」という話を耳にしま

して節度ある交際を心がけてほしいものです。（学校内についても同様です。）

○学校向かいのコンビニエンスストアの使用方法について、「

動をするだろうか。」と、自問してみてほしいと思います。放課後、迎えの車を待ちながら、集団で地べ

たに座って飲み物や食べ物を食べ

や駐輪スペースに入り込んで

て鹿角を訪れた人たちにどのように見

これから気温と湿度が下がり感染症流行期となります。

ずに施設等を利用している本校の生徒が目立つといった情報が寄せられています。

マスクの着用について今まで以上に徹底し、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルス感染に対

する予防に努めましょう。 

鹿角地区の小・中学校から学習発表会や学校祭等について

「新型コロナウイルス感染症対策の一環として、このあと各校で開催される

いて来校者の制限をすることになりました。これまでは、保護者をはじめ地域の方々に広く、日頃の学習

の成果を披露する機会でありましたが、今年度は各校とも家族のみ入場可能にすることになりました。そ

のため、鹿角地区の小・中学校に兄弟姉妹がいない児童・生徒は入場することができないこととなります。

なお、家族が入場するにあたり、事前申請や受付方法などは各校ごとに異なりますので、当該学校のお

知らせで確認してください。」 

ＬＩＮＥで“心がつながる”相談窓口の案内

先日、ＬＩＮＥを通じて誰にも知られずに、色々な悩みを相談できる窓口として「

」の案内カードを全校生徒に配布しました。自分では最初は小さな悩みだと感じていたことも、ひ

とりで抱えているうちにマイナス思考が働いて大きな悩みへと膨らむことがあります。何か悩みを抱えて

いる人は、家族、友人やわれわれ教職員はもとより、このような窓口にも気軽に相談してみてはいかがで

相談期間と受付時間は下記の通りです。相談する方法は、右のＱＲコードから「ＬＩＮＥ友だち登録」する

と、すぐに相談を始めることができます。

２０２０年 ９月１２日（土）

２０２０年 ９月３０日（水）

２０２０年１１月１５日（日）

１７：３０～２１：３０ （最終受付２１：００）

において、「本校生徒のカップルが公共の場に相応しくないような接し方をしている。

（ベタベタし過ぎている。）注意するのも気が引けてしまう程である。」という話を耳にしま

して節度ある交際を心がけてほしいものです。（学校内についても同様です。）

○学校向かいのコンビニエンスストアの使用方法について、「

自問してみてほしいと思います。放課後、迎えの車を待ちながら、集団で地べ

たに座って飲み物や食べ物を食べながら大盛り上がりで話して

入り込んで話している

て鹿角を訪れた人たちにどのように見られているのか心配でなりません。

これから気温と湿度が下がり感染症流行期となります。

ずに施設等を利用している本校の生徒が目立つといった情報が寄せられています。

今まで以上に徹底し、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルス感染に対

学習発表会や学校祭等について

「新型コロナウイルス感染症対策の一環として、このあと各校で開催される

いて来校者の制限をすることになりました。これまでは、保護者をはじめ地域の方々に広く、日頃の学習

の成果を披露する機会でありましたが、今年度は各校とも家族のみ入場可能にすることになりました。そ

のため、鹿角地区の小・中学校に兄弟姉妹がいない児童・生徒は入場することができないこととなります。

なお、家族が入場するにあたり、事前申請や受付方法などは各校ごとに異なりますので、当該学校のお

ＬＩＮＥで“心がつながる”相談窓口の案内について！

知られずに、色々な悩みを相談できる窓口として「

」の案内カードを全校生徒に配布しました。自分では最初は小さな悩みだと感じていたことも、ひ

とりで抱えているうちにマイナス思考が働いて大きな悩みへと膨らむことがあります。何か悩みを抱えて

いる人は、家族、友人やわれわれ教職員はもとより、このような窓口にも気軽に相談してみてはいかがで

相談期間と受付時間は下記の通りです。相談する方法は、右のＱＲコードから「ＬＩＮＥ友だち登録」する

と、すぐに相談を始めることができます。 

９月１２日（土） ～ ９月２３日（水）

９月３０日（水） ～１１月

２０２０年１１月１５日（日） ～１２月２０日（日）の「毎週日曜日」

（最終受付２１：００）

において、「本校生徒のカップルが公共の場に相応しくないような接し方をしている。

（ベタベタし過ぎている。）注意するのも気が引けてしまう程である。」という話を耳にしま

して節度ある交際を心がけてほしいものです。（学校内についても同様です。）

○学校向かいのコンビニエンスストアの使用方法について、「

自問してみてほしいと思います。放課後、迎えの車を待ちながら、集団で地べ

ながら大盛り上がりで話して

いる、このような光景を地域の人たち、或いは他所から初め

ているのか心配でなりません。

これから気温と湿度が下がり感染症流行期となります。今年度複数の公共施設から、マスク

ずに施設等を利用している本校の生徒が目立つといった情報が寄せられています。

今まで以上に徹底し、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルス感染に対

学習発表会や学校祭等について

「新型コロナウイルス感染症対策の一環として、このあと各校で開催される

いて来校者の制限をすることになりました。これまでは、保護者をはじめ地域の方々に広く、日頃の学習

の成果を披露する機会でありましたが、今年度は各校とも家族のみ入場可能にすることになりました。そ

のため、鹿角地区の小・中学校に兄弟姉妹がいない児童・生徒は入場することができないこととなります。

なお、家族が入場するにあたり、事前申請や受付方法などは各校ごとに異なりますので、当該学校のお

について！ 

知られずに、色々な悩みを相談できる窓口として「

」の案内カードを全校生徒に配布しました。自分では最初は小さな悩みだと感じていたことも、ひ

とりで抱えているうちにマイナス思考が働いて大きな悩みへと膨らむことがあります。何か悩みを抱えて

いる人は、家族、友人やわれわれ教職員はもとより、このような窓口にも気軽に相談してみてはいかがで

相談期間と受付時間は下記の通りです。相談する方法は、右のＱＲコードから「ＬＩＮＥ友だち登録」する

９月２３日（水）

～１１月 ８日（日）の「毎週水・日曜日」

～１２月２０日（日）の「毎週日曜日」

（最終受付２１：００） 

において、「本校生徒のカップルが公共の場に相応しくないような接し方をしている。

（ベタベタし過ぎている。）注意するのも気が引けてしまう程である。」という話を耳にしま

して節度ある交際を心がけてほしいものです。（学校内についても同様です。）

○学校向かいのコンビニエンスストアの使用方法について、「他のコンビニエンスストアで自分は同じ行

自問してみてほしいと思います。放課後、迎えの車を待ちながら、集団で地べ

ながら大盛り上がりで話している、

このような光景を地域の人たち、或いは他所から初め

ているのか心配でなりません。

今年度複数の公共施設から、マスク

ずに施設等を利用している本校の生徒が目立つといった情報が寄せられています。

今まで以上に徹底し、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルス感染に対

学習発表会や学校祭等について次のような

「新型コロナウイルス感染症対策の一環として、このあと各校で開催される

いて来校者の制限をすることになりました。これまでは、保護者をはじめ地域の方々に広く、日頃の学習

の成果を披露する機会でありましたが、今年度は各校とも家族のみ入場可能にすることになりました。そ

のため、鹿角地区の小・中学校に兄弟姉妹がいない児童・生徒は入場することができないこととなります。

なお、家族が入場するにあたり、事前申請や受付方法などは各校ごとに異なりますので、当該学校のお

 

知られずに、色々な悩みを相談できる窓口として「

」の案内カードを全校生徒に配布しました。自分では最初は小さな悩みだと感じていたことも、ひ

とりで抱えているうちにマイナス思考が働いて大きな悩みへと膨らむことがあります。何か悩みを抱えて

いる人は、家族、友人やわれわれ教職員はもとより、このような窓口にも気軽に相談してみてはいかがで

相談期間と受付時間は下記の通りです。相談する方法は、右のＱＲコードから「ＬＩＮＥ友だち登録」する

９月２３日（水） 

８日（日）の「毎週水・日曜日」

～１２月２０日（日）の「毎週日曜日」

において、「本校生徒のカップルが公共の場に相応しくないような接し方をしている。

（ベタベタし過ぎている。）注意するのも気が引けてしまう程である。」という話を耳にしま

して節度ある交際を心がけてほしいものです。（学校内についても同様です。） 

コンビニエンスストアで自分は同じ行

自問してみてほしいと思います。放課後、迎えの車を待ちながら、集団で地べ

、しかも障害者対応車両の駐車ス

このような光景を地域の人たち、或いは他所から初め

ているのか心配でなりません。 

今年度複数の公共施設から、マスク

ずに施設等を利用している本校の生徒が目立つといった情報が寄せられています。

今まで以上に徹底し、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルス感染に対

次のようなお願いがありました

「新型コロナウイルス感染症対策の一環として、このあと各校で開催される学習発表会や学校祭等にお

いて来校者の制限をすることになりました。これまでは、保護者をはじめ地域の方々に広く、日頃の学習

の成果を披露する機会でありましたが、今年度は各校とも家族のみ入場可能にすることになりました。そ

のため、鹿角地区の小・中学校に兄弟姉妹がいない児童・生徒は入場することができないこととなります。

なお、家族が入場するにあたり、事前申請や受付方法などは各校ごとに異なりますので、当該学校のお

知られずに、色々な悩みを相談できる窓口として「ＬＩＮＥで“心がつながる”

」の案内カードを全校生徒に配布しました。自分では最初は小さな悩みだと感じていたことも、ひ

とりで抱えているうちにマイナス思考が働いて大きな悩みへと膨らむことがあります。何か悩みを抱えて

いる人は、家族、友人やわれわれ教職員はもとより、このような窓口にも気軽に相談してみてはいかがで

相談期間と受付時間は下記の通りです。相談する方法は、右のＱＲコードから「ＬＩＮＥ友だち登録」する

８日（日）の「毎週水・日曜日」 

～１２月２０日（日）の「毎週日曜日」 

において、「本校生徒のカップルが公共の場に相応しくないような接し方をしている。

（ベタベタし過ぎている。）注意するのも気が引けてしまう程である。」という話を耳にしました。高校生と

コンビニエンスストアで自分は同じ行

自問してみてほしいと思います。放課後、迎えの車を待ちながら、集団で地べ

しかも障害者対応車両の駐車ス

このような光景を地域の人たち、或いは他所から初め

今年度複数の公共施設から、マスク

ずに施設等を利用している本校の生徒が目立つといった情報が寄せられています。 

今まで以上に徹底し、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルス感染に対

お願いがありました

学習発表会や学校祭等にお

いて来校者の制限をすることになりました。これまでは、保護者をはじめ地域の方々に広く、日頃の学習

の成果を披露する機会でありましたが、今年度は各校とも家族のみ入場可能にすることになりました。そ

のため、鹿角地区の小・中学校に兄弟姉妹がいない児童・生徒は入場することができないこととなります。

なお、家族が入場するにあたり、事前申請や受付方法などは各校ごとに異なりますので、当該学校のお

ＬＩＮＥで“心がつながる”

」の案内カードを全校生徒に配布しました。自分では最初は小さな悩みだと感じていたことも、ひ

とりで抱えているうちにマイナス思考が働いて大きな悩みへと膨らむことがあります。何か悩みを抱えて

いる人は、家族、友人やわれわれ教職員はもとより、このような窓口にも気軽に相談してみてはいかがで

相談期間と受付時間は下記の通りです。相談する方法は、右のＱＲコードから「ＬＩＮＥ友だち登録」する

において、「本校生徒のカップルが公共の場に相応しくないような接し方をしている。

。高校生と

コンビニエンスストアで自分は同じ行

自問してみてほしいと思います。放課後、迎えの車を待ちながら、集団で地べ

しかも障害者対応車両の駐車ス

このような光景を地域の人たち、或いは他所から初め

今年度複数の公共施設から、マスクを着用せ

今まで以上に徹底し、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルス感染に対

お願いがありました！ 

学習発表会や学校祭等にお

いて来校者の制限をすることになりました。これまでは、保護者をはじめ地域の方々に広く、日頃の学習

の成果を披露する機会でありましたが、今年度は各校とも家族のみ入場可能にすることになりました。そ

のため、鹿角地区の小・中学校に兄弟姉妹がいない児童・生徒は入場することができないこととなります。

なお、家族が入場するにあたり、事前申請や受付方法などは各校ごとに異なりますので、当該学校のお

ＬＩＮＥで“心がつながる”

」の案内カードを全校生徒に配布しました。自分では最初は小さな悩みだと感じていたことも、ひ

とりで抱えているうちにマイナス思考が働いて大きな悩みへと膨らむことがあります。何か悩みを抱えて

いる人は、家族、友人やわれわれ教職員はもとより、このような窓口にも気軽に相談してみてはいかがで

相談期間と受付時間は下記の通りです。相談する方法は、右のＱＲコードから「ＬＩＮＥ友だち登録」する


