
☀中信高等学校総合体育大会に参加しました！ 

バトミントン部 団体優勝(三連覇) 

個人準優勝 ペア準優勝 

 

 

 

【主将より】最後の大会、皆

とグラウンドにたてないのは

悔しかったけれど、スタンド

からチームメイトの姿を見る

ことができてよかった。尊敬

する両角監督の下、3 年間野

球を続けられてよかった。（川

井） 

【顧問より】最後まで諦

めない蘇南野球を目標に

一回戦に挑みました。結

果は完敗でしたが、蘇南

の目指していたプレーが

できたので、次につなげ

ていきたいと思います。 

 

松本市から、松本工業高校と、松商学園

高校のバドミントン部の皆さんが来校

しました！ 

【蘇南高校の印象はどうですか？ 】 

眺めがいい(2年・松本工業) 

比較的涼しいのでは(2年・松商学園) 

【一言どうぞ！】 

県でもトップの方にいる人たちとたくさん

試合ができて勉強になりました。 

(2年・松本工業) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

南木曽中生特別講座が 

ありました！ 

8 月 5 日～8 月７日、南木曽中学校 

の生徒に特別講座を開催しました。 

【感想より】 

○先生方がとてもていねいに教えて 

くれてわかりやすかった。 

○中学校とは、授業の雰囲気が違う 

ことを知ることができた。 

○すごく良かったと思います。 

蘇南高校生も補習期間です。夏休み明けからの 

学校生活に向けてがんばりましょう! 

 

長野県蘇南高等学校 
〒399-5301 

木曽郡南木曽町読書 2937-45 

TEL0264(57)2063   
FAX0264(57)1009 

☀一年生 茶摘みがありました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慣れない作業にわくわくしながら摘みました！ 

こんにちは、蘇南高校広報担当者です。 

中信高等学校総合体育大会が安曇野・松本・塩尻

で行われました。大町から木曽まで、中信地区の高

校生が集まりました。選手はもちろん、各学校のエ

ールがとても盛り上がります。バトミントンは県

総体三連覇を目指し、達成しました。三年生の部活

動は、各々引退が近づいてきています。 

第５号 

（2015/８/２

0） 

蘇南高等学校の 

様子を 

お伝えします 

 

茶を入れる籠

を腰に巻いて

茶摘み職人の

気分でした。と

てもおもしろか

ったです✫ 

（福島） 

今までやった

ことがなかっ

たから、とても

良い経験にな

った✧（大桑） 

ちょっと難しかった!これを毎

日やっているひとは何を考

えているんだ!?(伊那中) 

みんなと協力で

きて楽しかったت 

(大桑) 

 

   

〔卓球部〕 

3 年間練習してきたことを全部出し切れて

よかったです。アドバイスや応援をしあって

お互いに強くなれたと思います。[A さん：南

木曽中出身] 

〔弓道〕 

最後の大会

で悔いなく

引退できて

よかったで

す。 

［Tさん：大桑

中出身］ 

蘇南高校中学生対象体験入学がありました！（7/30） 

【感想より】 

 蘇南は今まではもっと将来が決まっているひとが

それに向かって科目を選択するものだと思ってい

たが、選択しながら決めても良いことが分かった。 

 高校の雰囲気が分かってよかった。 

 実際に来てみるとイメージが全然違い、とても参

考になりました。 

暑い中、ご来校いただきありがとうございました！

授業を体験したり校内見学を行いました。実際に自分

の目で確かめると、いろいろな発見があったことと思

います。 

 

【大会に向けて一言】 

         ★個人戦でインターハイ出

場は初めてですが、精一杯頑張ります（松井） 

★他の人と自分のプレーを比べてたくさんの課

題が見つかりました。向上心を忘れず頑張り

たいです(下嶋)★自分の弱さを改めて実感し

た。克服して、もっと上を目指す！ うおおおお

お！ (上條)★しっかり自分のプレーを見直し

て、自分よりも強い相手にも勝っていけるよう

がんばる(津野)★自分たちの代になる。自分

が中心となり、勝つという目的にむかう目的に

つなげていきたい（百瀬） 

【顧問より】 

蘇南高校バドミント

ン部は「２ ０ １ ５  

君が創る 近畿総

体」に男子個人シン

グルスで出場しま

す。これまで支えて

くださった方々に感

謝の気持ちを込めて

シャトルを追いま

す。応援よろしくお

願いいたします。 

 

☀第1２号 

(2016/3/15) 

蘇南高等学校

の様子をお伝

えいたします  

野球【選手権長野大会・夏】 

VS野沢北 健闘 

バドミントン部【全日本ジュニア中信】 

男子ダブルス準優勝（百瀬・上條） 

女子ダブルス準優勝（下嶋・津野） 

男子シングルス準優勝（上條）、3位（百瀬） 

女子シングルス準優勝（下嶋）、5位（津野） 

大会 結果 

 

 

フォークリフト・小型重機講習会が始まりました 

高所作業車講習会も開催します！ 

 

寒い季節になります 

生姜湯やココアなどで体

をあたためましょう! 

生徒会長として、全校の皆の

要望や期待に応えるために、

さまざまな計画をしていき

たいと思っています 

（新生徒会長） 

終始業式がありました！ 

9月 30日(水)、終始業式があり

ました。「選択と決定と決断 

(校長講話より）」の二学期が始

まります。終始業式にあわせ

て、 

音楽部の発表・体力測定に 

関する賞状授与がありました。 

新生徒会役員 
会長：李大希（上松） 

    副会長：青沼瑞生（南木曽） 

岡田昴也（大桑） 

    議長：勝野仁美（南木曽） 

     副議長：永井雛乃（松本付

属） 

会計：樋口果歩（上松） 

   樋口琴音（南木

曽） 

監査：小畠彩（坂下） 

蘇峡祭係長：古瀬亨（上松） 

蘇峡祭係副長：宮下友貴（南木

曽） 

蘇南高等学校の伝統を受け継ぎ、

よりパワーアップする新生徒会が誕

生しました。ご期待ください！ 

 

 教職員は授業研究強化

月間です 

日頃の授業の様子を参

観しあいます、よりよい

授業への協議・検討をし

ています 

人権講演会がありました！ 

「私が見た西アフリカ～セ・ラ・

メム・ショーズ～」 

宮澤久美子先生 

西アフリカの国、ブルキナファ

ソにおける、人々の生活、考え方

について、ご講演いただきまし

た。ブルキナファソの人々が口に

する、すてきな言葉をご紹介いた

だきました。 

“c'est la meme chose” 

(みんな同じ・祈る方法が違うだ

け) 

現地の民族衣装や楽器などを持

ってきていただき、見たり触った

りしました。 

大会結果報告 
 

合唱コンクール 

10月 30日(金) 

14:00~16:00 

ぜひお越しください! 

日々の練習や先輩・先生の教

えのおかげで勝つことができま

した。一年生も一生懸命練習

にとりくみ、初心者から部を十

分に支えられるほどに成長して

くれました。これからも、練習を

怠らず、よりよい部活にしてい

きたいです（坂下・MM くん） 

卓球部（10/9-10/10） 

新人戦 団体一勝 

○蘇南 3-2 ｴｸｾﾗﾝ 

 

電子技術部(10/10) 

ロボコンイン信州 

ベスト８・特別賞受賞 

10月 15日(木)強

歩大会がありま

した。木こりの家

まで、およそ 17km

を歩きました。ご

協力ありがとう

ございました 

 

 

 

卓 球

部 

10月 22日(木) 

生徒総会がありました。  新生徒会のスローガン

「新輝（しんき）」の発表とともに、議題として、 

生徒会の活動、文化祭の報告等を行いました。 

制作の過程でトラブルな

ど大変なこともあったけ

れど、先生方などのサポ

ートのおかげで、無事６

位に入賞し特別賞もいた

だくことができました。と

ても良い体験ができたと

思います(SG くん・木祖) 

電子技術部 

はじめて学校生活の楽しさと友達の大切さ

を実感できた。入学してよかったなってしみ

じみ思う……大好きなこのメンツ、卒業して

も、また絶対集まりたい！ きっかけは蘇南！

我が母校だいすき!!（南木曽中・AS） 

What about …(蘇南高校で一

緒に高校生活をしませんか/あな

たも南高生になりませんか)Vol.1 

合唱コンでクラス

が一致団結できた

ことが楽しかった

し、うれしかった！

（大桑中・YK） 

SONAN 

HIGH 

SCHOOL 

LIFE VOL.1 

もう冬休みも間近ですね。一年あっという間だっ

た人も、まだまだこれから！という人も、今年一

年を振り返ってみてはいかがでしょうか。 

最後のクラスマッ

チ、楽しめた！ 

（落合中・AS） 

今回の発表では、普段人

前にあまり出ない人たち

も、それぞれに代表者とし

て、一生懸命に発表して

いたので、違う一面を発

見できてよかったです。わ

たしも、この発表の経験が

自信につながればいいと

思います。ＭＩ（上松中） 

ビジネス系列（１年次）では、南木曽小学校４年生を

招いてパソコン教室を開きました。小学生それぞれに

高校生が担当者となり、Wordの使い方を教えました。 

総合学科の特色である、「総合研究」…… 

１年次は「産業社会と人間」というテーマで、現代社会と 

私たち自身との関わりについて考えます。今回の発表では、

選考を経た 15組が発表しました。 

10年以上続いている伝統行事です！ 

卒業生を招き、それぞれの進路先の様子や、 

高校時代の過ごし方について、 

          お話を聞きました。 

久しぶりに母校訪れることができて

懐かしく、先生方や友達と会うことが

できてよかったです。 

(南木曽中→名城大学経済学部経済学科) 

「聞く側」ではなく「話す側」として

来られたことをうれしく思います。

久々で、楽しく話すことができました。 

(大桑中→都留文科大学文学部社会学科） 

自分の高校時代の後悔をみんなが晴

らしてくれると信じています。高校の

時にしっかり勉強しておきましょう。 

頑張ってください‼ 

(南木曽中→大月短期大学経済科) 

パンフレットにあるような、つくったものじゃなくて、実際に通っ

ている生の声がきけたから、とても参考になったし、遠方の

ガイダンスに行くよりも、有意義な時間だった。ＳＩ（坂下中） 

美術選択者が、木曽の自然から着想

を得て、様々な作品を制作しました。 



 

就職 

進学 

4 年制大学 短期大学 
専門学校 

(医療系) 

専門学校 

(その他) 

文理系列 

(27 名) 
4 名 

8 名 

(1 名受験中) 
6 名 5 名 3 名 

ビジネス系列 

(13 名) 
8 名  2 名  3 名 

ものづくり系列 

(16 名) 
14 名 1 名   1 名 

 

国立大受験者数名 

短大・専門学校で、医療系進学者数増加！ 


