
☀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６号 

（2015/９/15） 

蘇南高等学校の 

夏休みの様子を 

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) 

 

   

 

〔女子バドミ

ントン〕 

感謝の気持

ちを持って

最後まであ

きらめずに

頑張りたい

です。 

［T さん：松

川中出身］ 

〔男子バドミントン〕 

県総体の団体戦三

連覇に向け、チーム

全員が一丸となっ

て頑張ります。応援

よろしくお願いしま

す。 

[M 君：南木曽中出

身] 
〔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] 

〔男子バスケッ

トボール〕 

僕たちの三年

間は一言では

言い尽くせま

せん。 

[O君 

：上松中出

身] 

〔剣道〕 

・礼節 

・克己 

・威風 

この 3 つを大切

にして活動して

います。 

[顧問より] 

〔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。 

 

☀ 

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！ 

 

 

 

すっかり涼しくなり、秋めいた気候になりました。 

蘇南高等学校は、８月 26 日から、通常授業が始ま

りました。二学期制のため始業式はありません。 

一学期は９月末まで続きます。９月は生徒会の立会

演説会とともに、就職試験も始まります。 

インターン 

インターンシップ（2年生）  

 

 

インターンシップのご指導をい

ただきありがとうございました。

プールの監視などに携わる中で、

働くことについて、自分の意識を

見つめ直すことができました。今

回の体験を今後の学校生活に活

かしていきたいと思います。 

(Sくん/坂下中) 

 

 フォークリフト講習会・小型重機講習会・高所作業車講習会 

 
 

今回初めて工業実習でフォークリフ

ト(注・一番左)を操作しました。中学

とも、高校の普段の生活とも全くちが

う雰囲気を味わいながら、学ぶことが

できました。(Yくん/福島中) 

実習を通じて、徐々に操作方法が分かってきた。

楽しく、おもしろい工業実習だった。 

（Aくん/上松中） 

 

補習・ 

特別授業の様子 

コパンスポーツクラブ様 

ありがとうございました！ 

想像以上に蒸し暑い中での作

業に驚きました。会員の方々の

気持ちのよいトレーニングを

意識されていました。スタジオ

のレッスンで、音楽に合わせた

身体の動きがぴったりでした。

このインターンシップでの体

験を元に進路など幅広く考え

ていきたいと思います。 

(Kくん/南木曽中) 

 



 SONAN  INFORMATION   FOR  STUDENT （№4）  

 このページでは、蘇南高校の情報をお伝えします。将来、蘇南高校への進学を考えている中学生やその保護者の皆さ

んに蘇南高校のことをより知っていただき進学先決定に役立ていただきたいと思います。 

 

                 ～ 経営ビジネス系列 編 ～ 

○今月号は、蘇南高校の３つの系列、「文理系列」「経営ビジネス系列」「ものづくり系列」のうち「経営ビジネス系列」

にスポットをあてます。この系列は、1962 年に松商学園高校・穂高商業高校についで中信地区で３番目に商業科と

して設置された専門科の流れをくむものです。その後、約５０年にわたり木曽地区はもちろんのこと、東濃・中京

地区の金融・商業の担い手となる多くの先輩を輩出してきました。 

経営ビジネス系列の目指すもの 

Ⅰ 「お金」や「もの」のながれのしくみを 

   理解し、社会の変化に柔軟に 

対応できる力を養います。 

Ⅱ 実習や総合研究をとおして、 

コミュニケーション力を養います。 

Ⅲ 資格取得に挑戦することで、 

特殊技能を身につけ 

 自信を高め進路実現へつなぎます。 

【授業風景】 ～ 教室での学びを実践へ ～ 

  

 

 

 

 

 

上：ミツバツツジ祭り 

右：南木曽駅前での 

   チャレンジショップ 

Ⅰについて＜学びの紹介＞ ～４つの分野の学び～ 

分 野 説 明 主 な 科 目 

マーケティング お客のニーズに応える商いを科学的に学ぶ。 マーケティング・商品開発・広告と販売促進 

ビジネス経済 経済のしくみを基礎的に学ぶ。 ビジネス経済・経済活動と法 

会 計 商取引に必要な会計実務を学ぶ。 簿記・財務会計・原価計算  

ビジネス情報 情報を収集・処理・分析し，表現する力を養う。 情報処理・ビジネス情報  
 

Ⅱについて ～実践的な学習～ 

○実習内容 

・「蘇南商事」の運営（３年） 

  学校でパンなどの商品を販売しています。 

・ミツバツツジ祭り・チャレンジショップ（２年） 

  販売実習の一環として出店してます。 

○３年総合研究（週２時間） 

 今年度の経営ビジネス系列のテーマは！！ 

地域活性化 ～ふるさとＣＭ大賞への応募～ 

県内の住民に南木曽町の魅力を伝えるため、有効な手段と

して考え、長野朝日放送が企画している「ふるさと CM 大賞」

への応募に挑戦することにしました。。 

＜H26年度卒業生・経営ビジネス系列選択者の進学状況＞ 

経営ビジネス系列選択者８名 

進路別・・・・進学者５名 就職者３名 

学校種 おもな進路先 合計 

４年制大学 流通科学大学（商） １名 

短期大学 愛知文教女子（食物栄養） １名 

専門学校 

松本調理菓子（調理師養成） 

松本調理菓子(製菓技術) 

名古屋ビューティーアート 

３名 

就  職 

ＪＡ木曽   ＜総合職＞ 

(株)トーシン＜携帯販売＞ 

(株)新杵堂  ＜製造＞ 

３名 

 

系列の紹介 Ⅱ 


