松 本 県 ヶ 丘 高 校 同 窓 会 報

【県大会】特に顕著なもの
□長野県高等学校総合体育大会
〇男子バレーボール部
3位
〇卓球部 女子団体
ベスト4
□長野県総合文化祭
〇ダンス部
3位
□NHK全国学校音楽コンクール県大会
〇音楽部
金賞（1位）
□長野県高等学校将棋選手権大会
〇棋道部［斎藤②］
準優勝
□長野県高等学校新人将棋選手権大会
〇棋道部男子団体
準優勝
□高校生英語プレゼンテーションコンテスト長野県大会
〇インターナショナル部 最優秀賞
□高校生即興型英語ディベート長野県大会
〇インターナショナル部 優勝
□高文連レシテーションコンテスト長野県大会
〇［窪田あい①］
優勝
□高校生英語ディベート長野県大会
〇インターナショナル部 1・2・3位

【全国大会】

□全国高等学校総合体育大会
〇山岳部 男子
［浅原大我②、大月翔太②、小原充貴②、加瀬裕亮②］
女子
［小澤 紬③、中山史織③、小西柚貴子②、齊籐みづき②］
〇陸上部 女子走幅跳［森本知隼③］
□全国高等学校総合文化祭
〇囲碁部門
棋道部 ［平出純也③］
〇将棋部門
棋道部 ［斎藤慶太郎②］
〇小倉百人一首部門 歌留多部［小堀実桜②］
〇合唱部門
音楽部 ［板橋はるか③、亀井奎奈②、近藤真美②］
□全国選抜大会
〇卓球部 ［山田奈々②］
□国民体育大会
〇陸上部 女子 走幅跳 7位［ 森本③］
□全国高校生即興型英語ディベート大会
□高校生英語ディベート大会
〇インターナショナル部 5位
〇インターナショナル部 出場

【ブロック大会】

□北信越高等学校総合体育大会
〇男子バレーボール部
（県大会 3位）
〇陸上部 ・走幅跳・三段跳［森本③］
（県大会 優勝）
・100m
［森本③］
（県大会 3位）
・ハンマー投げ ［町田みさ③］
（県大会 3位）
・走高跳
［塩原美里②］
（県大会 優勝）
・三段跳
［塩原②］
（県大会 4位）
〇卓球部 ・女子シングルス［胡桃奈歩③］
（県大会 9位）
［山田②］
（県大会 10位）
・女子ダブルス ［胡桃③・山田②］（県大会 6位）
〇水泳部 ・女子個人/団体 ［由沢杏純③］
（400mメドレーリレー）
［柴田 恵③］
（200m、400m自由形・400mメドレーリレー）
［宮本春香②］
（200m平泳ぎ、400mメドレーリレー）
［平林玲奈①］
（200m、400m個人メドレー・400mメドレーリレー）
・男子個人
［河野玄翔③］
（50ｍ、100m自由形）
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修一
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杉村

門性を備えた人材の育成を図る
ことです︒
ここ近年︑県陵では﹁信州学﹂
を中心に据えた探究的学びに先
導的に取り組んできており︑全
国的な成果もあげております︒

県陵同窓会には探究的学びに
必要なICT環境システム
︵無線
LAN︶
等に支援をいただき︑タ
ブレットを使用する環境を整え
ていただきました︒加えて﹁縣
陵の学びを支援する会﹂の協力
により︑ 月 日︵金︶には 年
生への探究的学びの講師を手弁
当でお引受けいただきました︒
同窓会の皆さまの熱い思いに
ただただ感謝するばかりでござ
います︒皆さまのご期待にそえ
るよう︑新たな探究科と共に長
野県の探究的学びのフロントラ
ンナーとして︑学校づくりに邁
進する所存です︒
最後に重ねてのお願いで恐縮
ですが︑同窓会ホームページで
お願いしている長野県のふるさ
と納税という形での県陵への寄
付も是非ともよろしくお願いい
たします︒
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縣陵

6

学校長

今年度 月に県教育委員会事
務局高校教育課より松本県ケ丘
高等学校長として赴任いたしま
した杉村修一でございます︒
県陵の教育の充実のために誠
心誠意努力してまいりたいと思
います︒よろしくお願いいたし
ます︒
今年度︑平成 年に設置され
た英語科をさらに発展させた新
学科﹁自然探究科﹂と﹁国際探究
科﹂に改編し﹁探究科︵総称︶﹂が
設置されました︒
改編理由は︑﹁社会の大きな
変化の中で新たな社会を創造す
る力を育成するために︑これま
での英語科の取組を活かしつつ︑
人文・社会科学分野から自然科
学分野までの幅広い学びを可能
にして探究的な学びを展開し︑
将来を見越して︑時代に対応し
た主体的︑対話的︑深い学びを
行うため﹂であります︒
そしてその目的は︑主体的・
協働的に課題に取り組み︑その
成果を社会に発信すること︑ま
た︑グローバル的な視野と英語
コミュニケーション能力の育成
を図ることにより︑高い志と専
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□北信越新人大会
〇陸上部
・男子やり投げ
［中野龍星②］
・走高跳
［高田幸之介①］
・女子 走高跳・三段跳 ［塩原②］
□東海陸上選手権大会
〇陸上部
・女子走幅跳
［森本③］
□北信越高等学校かるた選手権大会
〇歌留多部
［小堀②・岩倉妃菜②］
□中部日本吹奏楽コンクール本大会
〇吹奏楽部
銀賞
□中部日本管打楽器個人重奏コンテスト本大会
〇吹奏楽部 ・マリンバ独奏
［宮下奈緒③］
□甲信越ブロック大会
〇インターナショナル部
7位
□NHK全国学校音楽コンクール関東甲信越大会
〇音楽部
◎イラスト［白虹会］：（上）3 年 進藤 拓海 ／（下）2 年 松葉 理恩

伝える、伝わる。あなたの想いを届けるパートナー。
創業明治43年

淺川雅史（高11回）
淺川貴央（高41回）
〒399‑0005 松 本 市 野 溝 木 工 1 6 34
TEL.0263 25 5600 FAX.0263 25 3890
E-mail ： asakawa-p@po.mcci.or.jp

磯部整骨院
磯部栄二（高10回）
〒390-0874 松本市大手4 ‑8‑13
TEL（0263 ）
32 ‑ 0342
FAX（0263 ）
32 ‑ 0767

信州七福神・吉祥仁王様の下駄

東堂
住職

若宮昭三（中20回）
若宮昭文（高29回）

〒390‑8303 安曇野市穂高2721
TEL（0263）82‑2056 FAX（0263）82‑9788

