
長野県篠ノ井高等学校 犀峡校

アクセス
・長野バスターミナルより、
　アルピコ交通バス「犀峡高校行き」約45分、犀峡高校下車。
・篠ノ井駅より、
　アルピコ交通バス「犀峡高校行き」約45分、犀峡高校下車。

本校限定の格安な「犀川清流定期券」があります。
通常の学生割引より、年間で３割以上お得です。

篠ノ井高校犀峡校

長野市役所信州新町支所

〒381-2413　長野県長野市信州新町下市場70

HP : http://www.nagano-c.ed.jp/saikyou/

Tel : 026-262-2044(代表) Fax : 026-291-2025
Email : saikyou@m.nagano-c.ed.jp 2022 学校案内

　　 小さなキャンパスが拓く大きな可能性 　　

長野県篠ノ井高等学校

犀 峡 校



学校紹介

本校の特色

学校目標
1. 基礎的・基本的な学力の定着と進路に応

じた発展的学力の向上
2. 進路実現に向けた主体的で対話的な学び

の場の確立
3. いじめや体罰のない、一人ひとりが生き生

きと活動できる学校づくり
4. 基本的生活習慣の確立と豊かな人間関係

を構築できる校風づくり
5. 生徒・保護者・地域から信頼され期待に

応えられる学校づくり

犀川の清流を眼下に望み、緑豊かな丘陵地に
建つ恵まれた自然環境のもと、落ち着いた学
習環境や生徒を大切にした、魅力ある学校づ
くりに取り組んでいます。

１．学び直しから大学受験まで、生徒一人ひとりが自分の力を
発揮できる、「総合」「進学」の２講座制

２．地域の教育資源を生かした体験・交流的な学習
　　例）信州新町小学校への遠足ボランティア、地学実習etc.
３．朝の全校読書による落ち着いた一日のスタート
４．インターハイ出場のカヌー部を始め、少人数ながらも活発

な部活動、生徒会活動

教育目標
　　豊かな人間性と、自ら学び考え主体的に生きる力を涵養し、
　　平和を愛し、志をもって社会のために貢献できる人材を育成する。

カンヨウ

至誠

協働努力

犀峡校マスコットキャラクター
「さいきょん」



教育課程

進路

夢を育み夢に近づく2講座制・少人数学習

国数英の３科目
「進学」「総合」２講座制

大学・短大・看護医療系専門学校進学、
公務員希望向け

専門学校進学、民間企業就職希望向け

進学講座
発展・応用的な内容を扱い、進路
実現のための確かな学力の定着　

総合講座
中学校の学び直しから始め、
基礎的・基本的な学力の定着
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１年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

進学 現代の国語 言語文化
地理総合

数学Ⅰ
地学基礎 体育 保健

英語コミュⅠ
音楽Ⅰ
美術Ⅰ 家庭総合 情報Ⅰ

学び直しⅠ
総合的な
探究の時間

Ｈ
Ｒ

総合 現代の国語 言語文化 数学Ⅰ 英語コミュⅠ 学び直しⅠ

2年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

進学 現代文B 古典B 日本史A 数学A 化学基礎 生物基礎
体育 保健

コミュ英語Ⅱ
家庭総合

学び
直しⅡ

進路に応じて以下から
合計４単位を選択
数学演習　英語表現Ⅰ

音楽Ⅱ　美術Ⅱ　情報処理

総合的な
探究の時間

Ｈ
Ｒ総合 現代文B 古典B 日本史A 数学A 化学基礎 生物基礎 コミュ英語Ⅱ 学び

直しⅡ

３年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

進学 現代文B 古典B 地理A
現代社会

教養数学
実践数学
より１

体育
コミュ英語Ⅲ

総合的な
探究の時間

進路に応じて以下から合計９単位を選択
国語表現、探究日本史、数学Ⅱ、物理基礎、化学、
生物、地学、総合スポーツ、総合美術、総合音楽、
実践英語、パソコン活用、クラフトデザイン、

フードデザイン、情報処理

Ｈ
Ｒ

総合 現代文B 古典B 地理A コミュ英語Ⅲ

①�　なぜ篠ノ井高校犀峡校を選んだのか？本校の魅力とは？
　犀峡高の魅力とは何か。それは信州新町の自然を活かした取り
組み、また信州新町の方々との交流ができることにあると私は思っ
ています。まず、自然を活かした取り組みとは何か、代表例として、
カヌーがあります。カヌーはカヌー部だけでなく入学した全員が必
ずカヌーを授業で行います。そして３年生の夏、最後に修学カヌー
ツーリングと言った行事を行います。そこでは記念撮影など、思い
出に残るような事をします。また、何故私が篠ノ井犀峡校を選んだ
かと言うと、私は信州新町産まれ信州新町育ちだったため、ボラン
ティア部を通して地域貢献をしたいと思い、犀峡校に入学しました。
他にも教員１人に対して生徒が少ないということが私にとって利点
であると思いました。何故かと言うと就職・進学の際、生徒１人１
人に対して時間の余裕が他校よりもできるからです。ですが、何よ
り大事なのは自分がどれだけ努力を積み重ねていくかです。例え何
があっても他人のせいなどにはせず、協力し合える場所、そこが犀
峡校だと私は思っています。
②�　実際に篠ノ井高校犀峡校で学んだ３年間の感想は？３年間で何
を得た？
　入学した時にまず初めに思ったことは先輩がとても優しいとい
うことです。先輩後輩という隔たりが大きくなく、先輩達と交流
が深くなるため先輩達から多くの事を学ぶことができます。そし
て上述の通り、教員１人に対して生徒が少ないことが利点だと感じ
ます。私たちがしっかりと理解するまで先生方は向き合ってくれま
す。先生方に沢山関わっていただくことで、どんどん学力も高める
ことができるし、社会性も磨いていく事ができます。私が３年間通っ
て学んだことは２つあります。まず１つ目、それは協調性の大切さ
です。協調性とは言ったものの、人間誰にでもあるものだと思いま
す。しかし、私は入学した時よりも卒業時の方が協調性のある人間
になれたと思っています。何故そう思ったのか、それは生徒会活動
です。生徒会長をしていたこともあるのですが、コロナ禍の中、自
分たちが今できる事を一生懸命執行委員のみんなで考えて実行しま
した。そこで協調性を磨けたのかなと思いました。２つ目は、統率
力です。これも生徒会長をしていたからということもあるのですが、
誰でもこの力は育むことが出来ると思います。この力は社会に出て
も、進学しても必ず役に立つ力だと思っています。私は新社会人と
して、新人社員研修の際にこの力を発揮し、効率のいい方法を編み
出して同期の皆に協力してもらいながら仕事をこなしています。
③�　これから入学してくる学生へのアドバイスを
　伝えたいことはたくさんあるのですが、学校での時間を無駄にせ
ずに、今の自分1.0＋0.01の努力をしてください。これは「1.01の
法則と0.99の法則」からの引用です。1.01の法則とは、１に1.01
を365回かけると約37.8になります。つまり、0.01の努力でも毎日
365日続けると、１年後には自分は大きく変わっている可能性があ
ります。逆に0.99の法則とは、１に0.99を365回かけると約0.03に
なります。つまり、日々の0.01の怠慢があると、１年後には他人と
は大きく差が出てしまう可能性があります。ですので、１日たりと
も無駄にしないようにしてください！努力することによって自分の
夢に大きく前進することが出来ます。欲張りすぎずも、毎日の1.01
の努力を意識して日々を過ごしてください!!

①�　なぜ篠ノ井高校犀峡校を選んだのか？本校の魅力
とは？
　犀峡校の魅力の１つは豊かな自然を活用した授業や
地域との繋がりを活用した授業が沢山あります。特に
その中でもカヌーの授業は県内で唯一犀峡校で受けら
れる特別なものだと思います。私は生まれてからずっ
と信州新町で育ったのですが川をカヌーで漕ぐことに
よって今まで自分が知らなかった発見、季節の変わり
目の景色やなによりも開放感がとてもあり私の一番好
きな授業でした。他にも新町の自然に触れながら走る
強歩大会や実際にスキー場に行き、友達とスキーやス
ノーボードで滑る宿泊研修など沢山の行事や授業があ
ります。
②�　実際に篠ノ井高校犀峡校での学んだ3年間の感想
は？3年間で何を得た？
　私は高校３年間を部活動に集中して取り組みました。
私はバドミントン部に所属していました。私にとって
バドミントンは高校から始める新たな挑戦でした。最
初は打つことで精一杯でしたが練習を積み重ねていく
うちに先輩や顧問の先生などと試合をさせてもらえる
ようになり、一年の夏休み明けくらいから練習試合や
大会にも出れるくらいの実力には行きました。最後の
大会は新型コロナウイルスの影響で例年通り行われま
せんでしたがリーグ優勝という結果を残せました。こ
のことから私は、初めてのことでうまくいかない、つ
らい、やめたい時があったとしてもそれを続ける・貫
き通す大切さを学びました。
③�　これから入ってくる学生へのメッセージ
　一つ目は、犀峡校は小規模校ならではの特性を生か
した授業や行事が沢山ある学校です。また生徒一人一
人に対する先生方のサポート体制がとても厚くなって
います。先生全員がとても明るく元気なので普段から
家族のように私はお話をしていました。そんな先生方
が沢山いるので、何か困ったことがあって相談した時
はすごく親身になって生徒の話を聞いてくれるはずで
す。
　二つ目は、漠然としたものでも何でもいいのでとに
かく夢を大きく持ってそれに向かって全力で高校生活
を過ごして欲しいと思います。先ほども言った通り犀
峡校は生徒の夢を全力でサポートしてくれます。辛い
ことや悲しいことなどがある時は１人で抱え込まず思
い切って先生方や保護者方々等に相談して、一生に一
度の高校生活を犀峡校で思いっきり楽しんでください。

卒業生からのメッセージ
中沢　寿希也西澤　大輝

就職内訳

進学内訳

生きる力の向上 課題探究の授業では、キャリア教育や地域学習を通して協働する姿勢を育み、生きる
力の向上をはかります。

長野大学　長野県立大学　信州大学　国士舘大
学　健康科学大学　日本体育大学　長野保健医
療大学　大正大学　産業能率大学　松本短期大
学　上田女子短期大学　松本短期大学　信州医
療福祉専門学校　長野看護専門学校　長野技術
専門学校　長野社会福祉専門学校　長野平青学
園長野調理製菓専門学校　長野美術専門学校　
長野理美容専門学校　日本外国語専門学校　松
本情報工科専門学校　長野工科短期大学校　信
州スポーツ医療福祉専門学校　新潟情報専門学
校新潟デザイン専門学校　高崎動物専門学校　
松本調理師製菓師専門学校　国際ペットワール
ド専門学校　新潟こども保育カレッジ

三和印刷㈱　㈱フードサプラ
イ　医療法人　伊勢宮胃腸外
科　㈱みすずコーポレーショ
ン　㈱ディ・エス物流　陸上
自衛隊　アルピコ交通㈱　㈱
アップル運輸　宮後工業㈱
㈱角藤　㈱塚麺商事　㈱デン
セン　ホクト株式会社柳原き
のこセンター　㈱丸金　㈱ミ
ヤザワCA　社会福祉法人芹
田福祉サービス ぬくもりの
里

進路の数値は過去３年間の内訳。
具体例は過去３年間の実績。

（松本短期大学・介護福祉学科・
　　　　　指定校推薦・合格）

（株式会社デンセン　
　　　　　　電材営業部　所属）
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