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第２学年通信 

Ｎｏ４６ 

令和３年１月８日 

２０２１年、そして令和２年度３学期が、いよいよスタートしました。 

始まって数日ですが、２年生のこんな姿に感動をしたのです。 

（６日）始業式のお話で、校長先生から「感謝と恩返し」という３学期の

キーワードが提示されました。その時に、鈴木優介君が、「深いうなずき」

とともに「真剣なまなざし」で校長先生のお話を聞いていました。 

（７日）３学期の家庭学習で使用する新しいテキス

トの配布に合わせ、学習への取り組み方や、今後行われる実力テストの大切さ

について、小松先生からお話をお聞きする機会がありました。集会後、乃杏さ

んが足を引きずっていたので話を聞いてみると、「じっと集中して話を聞いて

いたら足がしびれた」とのことでした。 

 こんな話をすると、皆さんは、笑い話に聞こえたり、当たり前の日常の一風景と思うかもしれま

せん。しかし、２０２１年は皆さんにとって「勝負の年」です。そう考えたときに、二人の姿は、決

意や気持ちが行動に表れた素晴らしい姿だと感じたのです。 

「進路実現」の勝負は、（勝負の時期・形態はさまざまですが）全員が絶対に避けて通れない勝負

になります。しかも全員に勝ってほしい勝負です。今週末が私立推薦入試のスタートであると考える

と、皆さんに残された時間はあと１年ということになります。 

「部活動」での勝負は、来年度の地区総体時期から逆算すると、すでに残り半年を切っています。 

３学期は短い学期ですが、短いからこそ「勝負の平成３年度」はもうそこまで近づいているとも言

えます。「勝負に勝ちたい」、「もっと成長したい」、そんな気持ちを持って話を聞いているからこそ、

うなずきが生まれたり、集中して話を聞く姿につながっているのではないでしょうか。 

皆さんの周りでも、新たな決意を胸に新学期をスタートしている人がきっといるはずです。どんな

決意で新学期をスタートしたか、自分の「新年の抱負」をもう一度読み返してみてください。 



飯豊中の先輩方（新成人の皆さん）から、マスクケースをいただきました。 

昨年成人式を迎えた飯豊中卒業生の皆さんから、

全校生に「マスクケース」を寄贈いただきました。

コロナに負けずに頑張っている後輩に、自分たち

ができることはないかと考え、企画はもちろん、デ

ザインまで考えてくださった

そうです。あと４年後には皆

さんも新成人となります。（法

律が変わって、来年の４月か

ら「１８歳で新成人」の扱いに

なるのだそうです）こんな素

敵な心を持った新成人を迎え

られるよう、これからもみん

なで成長してほしいと思いま

す。 

まもなくスキー授業 

再来週１月 18日（月）か

ら、スキー授業が始まりま

す。２学期末にもお子さんに

は伝えていますが、スキーの

搬入について、ご協力よろし

くお願いします。また、金具

の調整なども含め、１～２回

程度、スキーの足慣らしをし

ていただけるとスムーズに授

業に取り組めるようです。お

忙しい中とは思いますが、搬

入前のご協力につきましても

よろしくお願いします。 

 

日
曜

成人の日

11日
（月）

朝 全朝会 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 普通６校時 下校 17:45 小松沙 髙橋

1 火１ 黒沢 17:45

12日 2 火２ 中 17:45

（火） 3 火３ 高峰 17:45

4 火４ 添川 17:45

5 火５ 岩倉 17:45

6 火６

朝 なし 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 短縮４校時＋行事 下校 14:10 小松正 渋谷

1 水2 黒沢 14:10

13日 2 水3 中 14:10

（水） 3 水4 高峰 14:10

4 木６ 添川 14:10

5 行事 岩倉 14:10

朝 打合せ 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 普通４校時+短縮1校時　 下校 17:45 鷲尾 佐原

1 木１ 黒沢 17:45

14日 2 木２ 中 17:45

（木） 3 木３ 高峰 17:45

4 木４ 添川 17:45

5 木６
音

楽

国

語 岩倉 17:45

朝 学集会 1-1 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2 普通６校時 下校 17:45 教頭 沼澤

1 金１ 黒沢 17:45

15日 2 金２ 中 17:45

（金） 3 金３ 高峰 17:45

4 金４ 添川 17:45

5 水１ 岩倉 17:45

6 水５

16日

（土）

17日

（日）

1月11日 ～ 1月17日 週 計 画 表(決定版)
予
定

授業
学年 給

食
日課・学校行事

日　直

1 2 3 スクールバス

全国中学校スキー大会県代表選手選考会
最上町赤倉温泉スキー場（国分なつねさ
ん）

部活動なし

○

歌声集会（20分）
清掃
終わりの会
部活動

15：25～15：45
15：50～16：05
16：15～16：35
16：45～17：30

学活
補充

学習

道徳 道徳 道徳

第42週

13：15～13：25
13：35～14：25
14：35～15：25
15：30～15：40
15：50～16：10
16：20～17：30

スキー搬入③

○

中学校入学説明会

スキー搬入①

５校時
合唱練習
歌声集会
～清掃なし～
終わりの会
部活動

13：30～14：15
14：25～14：40
14：50～15：20

15：25～15：45
15：50～17：30

○

スキー搬入②

１・２年応援練習
５校時
６校時
清掃
終わりの会
部活動

○

１校時

４校時全校合唱練習

終わりの会
給食(休憩なし）
避難訓練(反省含め）
分掌部会(教育課程）

 8：25～ 9：10
(体育館)
12：05～12：25
12：25～13：10
13：15～14：00
14：20～15：20

合唱練習

避難訓練(金５)

保健委員会から

避難訓練について

ＳＣ（ＰＭ）

定時退勤日

中学校入学説明会

①授業参観

②

③

④

⑤学校説明

⑥携帯スマホ安全教室

⑦


