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「飯田高校だより」は、学校評価に関わる学校の情報を、保護者の皆様に出来るだけわかりやすくお伝えすること

を目的に年３回発行いたします。今号では７月末から年末までの様子をお伝えします。 

また、学校評価については、各分野の「中間評価」をお知らせいたします。 

    

 

 

【全校行事】 

秋季クラスマッチ  9/28（火）29（水）  

第３回定期考査を終え、コロナ感染状況も落ち着い

てきたことから、予定通り二日間にわたって実施するこ

とができました。 

爽やかな秋晴れの下、今回は男女別種目（男子：サッ

カー、女子：バドミントン）も行われ、それぞれ白熱した

ゲームが繰り広げられました。 

コロナ対策のため、応援にも制限がありましたが、クラスが

一丸となって戦い、一喜一憂する姿がとても印象的でした。 

３年生にとっては、最後の学校行事でしたが、受験に向け

ての英気を養い、気持ちを切り替えることができたのではな

いかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１位 ２位 ３位 

３年D組 ３年 F組 ３年 B組 

２年 F組 ２年 B組 ２年 E組 

1年 B組 1年 C組 1年 E組 

第 54号 

令和３年（２０２１年） 

12月 27日 

長野県飯田高等学校 

学校評価委員会・教務係 

 

東京オリンピック終了後、間もなく県内に感染警戒レベル５「新型コロナウィルス 

特別警報Ⅱ」が発出され、夏休み明け約２週間は短縮授業を余儀なくされましたが、 

ここ一か月は全国的に感染者数も激減し、２学年の修学旅行を始め、多くの行事を 

実施することができました。写真で振り返ってみたいと思います。 
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授業公開・教育懇談会 １０/1５（金） ／ 中学生（保護者・教職員）対象授業公開 １２/１３（月） 

今年度は、コロナの影響で５月の PTA総会・授業公開が中止となり、１０月にようやく保護者の皆様に授業公開す

ることができました。また、１２月の授業公開では、１８２名の方が来校され、１・２年生の授業の様子をご覧いただき

ました。 

教育懇談会では、『地図を創ること，地図を解き放つこと～新型コロナウイルス感染症の知見を含めて～』と題して、

本校同窓生である飯田病院副院長 千葉隆一先生にご講演いただきました。ご自身が医者になるまでの歩みについて、

高校時代のエピソードも交えてお話いただき、１年生にとっても人生の道しるべとなる貴重な講演会となりました。 

 

 

生徒大会 10/25（月）  

久しぶりに生徒が一堂に会して行うことができました。

２年生中心の新体制による運営で行われ、緊張しながら

も、段取りよく進行する新役員の姿に頼もしさを感じまし

た。 

今しばらくコロナ禍での活動が続くと思われますが、

その中でも自分たちできることは何かを考え、自主自律

の精神で取り組んでもらいたいと思います。 

【各学年の活動】 

１・２年 大学模擬講義  9/3（金） 

 

１４の講座に分かれて、それぞれの分野のエキスパートである大

学の先生方による講義を２講座選択し、受講しました。 

今年度はオンラインによる講義となりましたが、初めて講義を受

けた１年生にとっては、大学進学や自分の進路を考えるよいきっか

けになったのではないでしょうか。 

新生徒自治会長  ２E 佐藤 峻   さん（中央） 

新副会長        ２Ｃ 羽生 希未 さん（右） 

２D 池野 琴葉 さん（左） 
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3学年 受験対策講座 ・ 進学説明会  

３学年では、進路実現のため、大学入試に向けて様々な説明会や対策講座を実施してきました。 

現在は、共通テスト直前対策として特編授業を実施しておりますが、一人一人が集中して取り組む姿が伺えます。

冬本番の寒さが身に染みる季節となりましたが、体調を整え、進路実現に向けて全力を尽くしてほしいと思います。 

 

２学年 修学旅行 １２/７（火）～9（木） 

 

 

 

 

「修学旅行はなんとしても実施したい！」という皆の思いが天

に通じたのでしょうか・・・！コロナ感染状況も落ち着き、天候にも

恵まれて、充実した三日間を終えることができたようです。 

入学早々休校となり、様々な活動が制限されてきた学年です

が、九州の文化・自然に触れながら、それぞれ高校生活のよき思

い出の１ページを刻むことができたことは何よりです。 

 

１学年 人権教育 CAP(Child Assault Prevention )プログラム １２/７（火）～8（水） 

クラス毎に講師の方によるワークショップを体験しました。 

自分で考えたり、感じたことを言葉にしながら、「いやって言っていい」

「逃げていい」「一人で頑張らないで相談しよう」など、具体的なメッセ

ージが心に残る貴重な体験となりました。 

①暴力とは何か   ②人権について（安心・自信・自由）  

③権利が奪われる例（●痴漢 ●いじめ●性暴力 ●親からの体罰・ 

ジェンダーの偏見 ） 

●１日目：長崎での平和学習 

●２日目：コース別（軍艦島・ハウステンボス・九十九島） 

●３日目：クラス別（太宰府天満宮・福岡市内） 

9/21信大入試説明会 

10/20医学部受験者対象 

「メディカルラボ」 

 

9/19難関大対策講座 
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１学年 社会人講話 12/9（木） 

地元の方々に依頼し、医療・工業・食

品・金融・マスコミ・公務員等 14講座に

分かれて、「働くことの意義」や「職業」に

ついてお聞きしました。 

今回は、直接お話をお聞きすること

ができたので、身近な職場での話に大変

興味深く聞き入る姿が見られました。 

【 理数科の活動 】 

１学年理数科校外研修 １０/26（火） ★大鹿村巡見  

1年理数科は「大鹿村中央構造線博物館」「大西公園」「中央構造

線露頭（北川露頭）」を巡見してきました。関東から九州に伸びる長

大な断層である中央構造線が大鹿村を通っています。 

今回は実際に断層の境界に立ち、その両側の違いを観察したり、

断層によってできた岩石を手に取ったりと、教室では味わえない貴

重な体験ができました。天気にも恵まれ、充実した 1日を過ごすこ

とができました。 

 

 ２学年理数科校外研修 １１/１2（金） ★核融合科学研究所  

２年理数科は、土岐市にある上記の研究所で核融合の講話をお聞

きし、実験施設の見学をしてきました。CO２ が問題になる中、未来の

エネルギーである核融合について知見を深めることができました。 

また、４月からテーマ毎に分かれて課題研究に取り組んでおり、毎

週火曜日の７時間目に加えて、夏休み・放課後も使いながら準備して

います。１０月１２日には校内で中間発表を行い、１２月１８日には長野

県総合教育センターで行われた「サイエンスキャンプ」で３グループが

発表し、工夫するべき点のアドバイスを受けてきました。 

現在、２月１日の発表会に向けて最後のまとめを行っています。 

 

 総合研究大学大学院生による授業 11/15（月）および交流会 11/16（火） 

１・２年理数科生徒および希望者の生徒たちを対象に、大学院

生による講義を行いました。年齢の近い若者たちが熱く語る専門

分野の話に、大学教授とは違った魅力を感じたようでした。 

翌日、理数科の生徒のみで交流会を行い、課題研究や進路選択

に向けてのアドバイスなどもしていただきました。 

 

 

 

『 ウィルスって実は悪者じゃない？！』 

情報・システム研究機構・国立遺伝学研究所 

西村瑠佳さんの講座 

理数科生徒

との交流会

の様子 

「薬剤師」  松村様 「工業・製造」 松尾様 
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令和３年度（2021年度） 生徒アンケート結果 
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学校評価表の・・・ 
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【 班活動 各種大会結果 】     ※紙面の都合上、抜粋して掲載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍での制限がありながらも、生徒たち

が活躍する場が戻ってきたことは、試合や大会

の結果を残すこと以上にうれしく思います。 

今年も残りあとわずか。心穏やかに新年を迎

えられることを願っております。 

 

 

 

 

【教員を目指す高校生対象講座 （県教委主催）】 

【悩み相談窓口 ・・・ 一人で悩まないで、相談しましょう 】 

★～未来をひらく 信州の先生になろう～★  若手教員の体験談などが聞けます！ 

〇1/15（土）13：30～15：30   伊那北高校 同窓会館 （現地集合） 

〇申込は右のQRコードから （締切 1/ 5） ※保護者の方の参加も可能です。 

〇将来教員を目指している人は、ぜひ参加しましょう！ 

★LINE相談窓口「ひとりで悩まないで＠長野」 

〇定期相談 毎週水曜日  

（18時～21時） 

〇相談方法 

    ＱＲコード または 

友だち追加用 

ＵＲＬ(https://lin.ee/wpL3GsJo) 

★学校生活相談センター 

電話：0120-0-78310 

メール：gakko-sidan@pref.nagano.lg.jp 

★子ども支援センター （月～金 10：00～18：00） 

子ども用：0800-800-8035(無料) 

大人用：026-225-9330      

メール：kodomo-shien@pref.nagano.lg.jp 

合唱班と有志生徒によるクリスマスライブ 

◆文化系◆（前回掲載分を除く） 

吹奏楽：全日本吹奏楽連盟主催 吹奏楽コンクール（８月） A編成 東海大会 銀賞 

       中部日本吹奏楽コンクール 県大会（９月） 金賞 

邦楽  ：長野県高等学校邦楽フェスティバル 最優秀賞 （県大会１位） ⇒ 来年度全国総文祭出場決定 

競技かるた：全国総文祭長野県選抜チーム（団体）出場 （２D 三浦優鈴） 

           長野県高等学校新人かるた大会（団体戦） 準優勝 

◆運動系 高校総体◆（前回掲載分を除く） 

水泳：３C佐藤 紫苑 [200m個人ﾒﾄﾞﾚｰ北信越１位、400m個人ﾒﾄﾞﾚｰ北信越３位] ⇒ 全国大会出場 

     ３A矢﨑 七海 [100m背泳ぎ３位、200m背泳ぎ４位] ⇒ 全国大会出場 

ラグビー：秋季県総体（花園予選） 県大会優勝 ⇒ ２年ぶり１０回目全国大会出場 

◆運動系 新人大会◆ 

空手：【女子】 （団体形） 県大会３位           ⇒ 北信越大会出場 

     【女子】 （個人形） ２B原田栞里 県大会３位 ⇒ 北信越大会出場  

 水泳： 2D 征矢帆乃佳 ５０ｍバタフライ 県大会 2位 

 

 

1回戦（vs富山第一高） 

12/28(火)11:25～ 

今年は地元で応援を！ 

mailto:gakko-sidan@pref.nagano.lg.jp
mailto:kodomo-shien@pref.nagano.lg.jp
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