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経明

この転換とは︑生徒が学習を
通して得る力を﹃知識をどれだ
け覚えたか﹄というだけでなく︑
﹃考える力︑調べる力︑発表する
力など﹄に重点を入れていくと
いうものです︒
県全体としては︑この転換の
一つの方策として﹃信州学﹄と
いう名称の学習を進めておりま
す︒今回のアイデアコンテスト
に関わる 名の生徒の受賞は︑
本校 年生全員が取り組んだこ
の﹃信州学﹄の一環でのことです︒
さて︑これからの﹃学び﹄を
進めるにあたり︑学校の外の機
関︑企業︑専門家の方々からの
ご支援をいただくことが必要と
なってきます︒幸い︑県陵には
様々な分野でご活躍されている
同窓生の方々が多くいらっしゃ
います︒ 月に行われた﹃県陵
の学びを支援する会﹄は︑この
ような流れや主旨で行われまし
た︒本年度は︑フロントランナ
ーとしての本校改革の序章の年
となります︒同窓会の皆さまに
は様々ご支援をいただくことが
あるかと思いますが︑どうぞよ
ろしくお願いいたします︒
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フロントラン ナ ー 県 陵

月に県陵が全国一というビ
ッグニュースが立て続けに二つ
飛び込んできました︒
インターナショナル部が英語
のディベート大会で全国優勝
更に︑ 年生 人が内閣府主
催の政策アイデアコンテストで
全国最優秀賞
長野県にとっ
ても︑誇りうるべきことです︒
この報告をする為に︑ 月に
前者は︑
﹁ 教育長表敬訪問 ﹂を
後者は︑
﹁ 知事表敬訪問 ﹂を私
とそれぞれ該当の生徒や顧問の
先生と行いました︒
今回の快挙は︑大きな意味を
持っています︒それは︑県陵が
フロントランナーとして進もう
としている道が確実に切り開か
れていることの 証 であるから
です︒
現在︑長野県の高校教育は変
革期にあります︒内容の一つに
﹃学習の質の転換﹄があります︒
国レベルでは平成 年度より︑
センター試験が廃止され大学入
試制度が大きく変わります︒そ
れに対応すべく︑長野県の特に
進学校と言われる学校の学習の
転換が急務となっています︒
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平成28年度 部活動等諸大会 結果報告
【全国大会】

☆ 全国高等学校総合体育大会
○陸上部 女子走幅跳 1組16位 森本知隼 5ｍ71
○山岳部 女子 14位
☆ 全国高等学校総合文化祭
○白虹会 工芸部門作品展出品 杉本萌恵
○地球の会 ボランティア研究大会 2名参加
☆ 国民体育大会
○陸上部 少年女子Ａ走幅跳 6位 森本知隼 5ｍ83
少年女子三段跳
5位 森本知隼 12ｍ27
☆ 全国パーラメンタリーディベート大阪大会
○インターナショナル部 優勝
☆ PDA高校生即興型英語ディベート 全国大会
○インターナショナル部 優勝 Ａチーム

【ブロック大会】

☆ 北信越高等学校総合体育大会
○陸上部 女子走幅跳 2位 森本知隼 6ｍ07
○卓球部 男子ダブルス1回戦 岡沢賢也・井ノ口雅幸
女子ダブルス1回戦 青木多恵子・中嶋明日香
○水泳部 女子 50ｍ自由形 5位 岩原純子
女子100ｍ自由形 7位 岩原純子
女子100ｍ平泳ぎ 7位 中坊みり
女子200ｍ平泳ぎ 8位 中坊みり
女子400ｍメドレーリレー 8位
○山岳部 男子 北信越大会最優秀校
☆ 東海陸上選手権大会
○陸上部 女子走幅跳 3位 森本知隼
☆ 高校生英語ディベート甲信越ブロック大会
○インターナショナル部 3位
☆ 北信越新人大会
○陸上部 女子走高跳 3位 塩原美里 1ｍ58
○卓球部 男子 学校対抗出場
☆ 北信越高等学校かるた選手権大会
○歌留多部 長野県代表 小堀実桜
☆ 中部日本管楽器個人・重奏コンテスト 本大会
○吹奏楽部 個人の部 マリンバ独奏 宮下奈緒

【長野県大会】(上位入賞を中心に記載)

☆長野県高等学校総合体育大会
○男子バレーボール部 ベスト16
○男子ソフトテニス部 ベスト16
○卓球部 男子 学校対抗 ベスト16
女子 学校対抗 ベスト4
男子ダブルス 5位 岡沢賢也・井ノ口雅幸
女子ダブルス ベスト4
青木多恵子・中嶋明日香
女子シングルス ベスト16 青木多恵子
○剣道部 女子 団体戦 ベスト8
○バドミントン部 男子 団体 9位
男子シングルス 9位 片平泰雅
女子 団体 9位
女子ダブルス 9位 矢口実奈・忠地梓生
女子シングルス 3位 矢口実奈

○山岳部

男子 2位
女子 1位
○陸上部 男子110ｍハードル8位 小松太一 16秒36
男子走幅跳
7位 奥原大輝
6ｍ80
女子走幅跳
1位 森本知隼
5ｍ80
男子三段跳
5位 奥原大輝 13ｍ62
女子三段跳
1位 森本知隼 11ｍ09
女子走高跳
5位 塩原美里
1ｍ50
女子棒高跳
4位 進藤綾音
2ｍ40
女子やり投
5位 髙波 舞 33ｍ96
女子ハンマー投
6位 町田みさ 18ｍ80
○水泳部 女子 50ｍ自由形 1位 岩原純子
女子100ｍ自由形 5位 岩原純子
女子100ｍ平泳ぎ 2位 中坊みり
女子200ｍ平泳ぎ 2位 中坊みり
女子200ｍ背泳ぎ 8位 玉川陽葉
女子100ｍ平泳ぎ 7位 柴田 恵
女子200ｍ自由形 3位 柴田 恵
男子200ｍ自由形 8位 河野玄翔
女子400ｍメドレーリレー 1位
女子400ｍフリーリレー
2位
☆ 長野県高等学校総合文化祭
○ダンス部 ダンスフェスティバル 1位（24チーム中）
○地球の会 ボランティア研究大会 10名参加
○歌留多部 かるた大会 上級の部2組1位 小堀実桜
☆ 長野県高等学校新人大会
○サッカー部 3位
○男子バスケットボール部 ベスト16
○男子バレーボール部 ベスト16
○男子硬式テニス部 ベスト16
○卓球部 男子 学校対抗 3位
女子 学校対抗 ベスト4
○剣道部 女子 団体戦 ベスト16
○バドミントン部 男子 団体 9位
○陸上部 男子100ｍ
8位 坂中勇磨 11秒63
男子走高跳
7位 北野玄仁 1ｍ80
男子三段跳
5位 丸山諒太 13ｍ26
男子4×100ｍＲ 4位
富田裕也・北野玄仁・丸山諒太・坂中勇磨
43秒51
女子100ｍ
1位 森本知隼 12秒75
女子1500ｍ
5位 川上雅子 4分52秒35
女子110ｍハードル7位 上條のあ 16秒17
女子400ｍハードル7位 上條のあ 69秒78
女子走幅跳
1位 森本知隼
5ｍ86
女子三段跳
6位 塩原美里 10ｍ18
女子走高跳
1位 塩原美里
1ｍ61
女子棒高跳
2位 進藤綾音
2ｍ40
女子ハンマー投 5位 町田みさ 24ｍ82
○水泳部 女子200ｍ自由形 3位 柴田 恵
女子400ｍ自由形 2位 柴田 恵
女子800ｍ自由形 4位 柴田 恵
男子50ｍ自由形
6位 河野玄翔
男子100ｍ自由形 2位 河野玄翔

男子200ｍ自由形 6位 河野玄翔
女子50ｍ平泳ぎ
8位 宮本春香
女子200ｍ平泳ぎ 4位 宮本春香
男子400ｍフリーリレー
7位
女子200ｍメドレーリレー 5位
女子200ｍフリーリレー
4位
女子400ｍフリーリレー
5位
女子400ｍメドレーリレー 5位
☆ 長野県高等学校選手権大会
○サッカー部 ベスト16
○男子バレーボール部 ベスト16
○女子硬式テニス部 〈ダブルス〉
黒崎楓子・猿田穂香 ベスト16
○棋道部 囲碁選手権大会長野県大会 準優勝
☆ 高円宮杯U18サッカーリーグ
○サッカー部 1stチーム 1部7位（来季1部残留）
2ndチーム 2部8位（来季3部降格）
☆ 長野県陸上選手権大会
○陸上部 女子1500ｍ
8位 川上雅子 5分05秒09
女子走幅跳
1位 森本知隼 5ｍ73
女子三段跳
2位 森本知隼 11ｍ52
女子走高跳
4位 塩原美里 1ｍ50
女子ハンマー投 7位 町田みさ 23ｍ31
☆ 北信越地区高等学校野球大会秋季大会 県大会
○野球部 ベスト16
☆ 長野県パーラメンタリーディベート交流会
○インターナショナル部 優勝・3位
世界交流大会 7位
ベストディベーター 2位 ヨナ・シュー
☆ 高校生英語ディベート長野県大会
○インターナショナル部 準々決勝進出（3チーム）
ベストディベーター ヨナ・シュー
☆ ＮＨＫ全国学校音楽コンクール県大会
○音楽部 銀賞
☆ 長野県合唱コンクール
○音楽部 銀賞
☆ 高校囲碁新人戦長野県大会
○棋道部 男子個人戦 平出純也 準優勝
☆ 長野県高等学校美術展出品
○白虹会 大家百合子 矢口奈緒美 櫛原立冬
☆ 長野県書道展
○書道部 銀賞 根橋妙恵
☆ 中部日本管楽器個人・重奏コンテスト 長野県大会
○吹奏楽部 個人の部 フルート 村田綾香 銀賞
オーボエ 中川暁彦 銀賞
☆ 中部日本吹奏楽コンクール 長野県大会
○吹奏楽部 銀賞
☆ 長野県アンサンブルコンテスト 高等学校部門 長野県大会
○吹奏楽部 クラリネット七重奏 銀賞
☆ 中部日本管楽器個人・重奏コンテスト 長野県大会
○吹奏楽部 個人の部 マリンバ独奏 宮下奈緒 金賞
クラリネット独奏 佐藤杏菜 金賞
重奏の部 木管五重奏 銀賞
金管五重奏 銀賞

