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開拓者精神を具現化する
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　「開拓者の精神を具現化することのできる学校を」という建学の精神に基づいて
次の目標を定め、地域社会の期待にこたえることのできる人材の育成を目指す。

学校長
小　幡　正　樹

　木曽谷南部の後期中等教育の空白を埋めるため、昭和28年、地域の念願が叶っ
て組合立高等学校として設立された歴史を持つ蘇南高校です。そのため、地域に支
えられながら自ら学校を「作りあげてきた」意識を強く持っています。そのような
経緯もあり、「開拓者精神を具現化する学校」を掲げて現在に至ります。平成21年
度からは総合学科高校として新たな道を歩み始め、キャリア教育、総合的な学習、
教科横断型授業、少人数学習、個々の進路希望に応じた柔軟性の高い教育課程編成
等を通して、生徒の21世紀型学力の伸長に力を入れています。
　先を見通すことが困難といわれる時代ですが、本校で身につけた「力」でこれか
らの時代を切り拓くパイオニアになってみませんか。まずはこの学校案内を見てい
ただき、本校に興味関心を持っていただければ幸いです。

● 自主的、自立的な生活態度を養い自己の進路を切り拓く力をつける
● 青年らしい公明で誠実な生き方と豊かな社会性を身につける
● 学問と真理を愛し追究する姿勢を育む

教育目標

総合学科

　文理・経営ビジネス・ものづくりの３系列
から選択します。個人の進路希望にあわせ
て、自由な科目選択が可能です。

多様な進路に対応した３系列

　少人数（個別）指導、朝の特別講座で学力
を身につけます。国公立大学進学も可能で
す。かゆいところに手が届く、手厚い指導を
行います。

学び直しから難関大学進学にも対応

　教科横断型学習・総合研究・産業社会と人
間を通じて、地域と連携した探究的な学びを
深化させます。地域の特色を活かした体験的
な学びの場があります。

蘇南学　～つながる学び～

　授業や地域で学んだことを全世界に積極的
に発信できる英語力を養うとともに、グロー
バル化に対応した人材の育成を図っていきま
す。

英語教育の充実

産業社会と人間（１・２年次） 総合研究（３年次）

Pioneer Spirits
“未来を切り拓く場”それが蘇南高校です

～キャリア教育の充実～
　自分自身をみつめ、これからの高
校生活の目標や過ごし方を考え、さ
らに卒業後、社会人としてどのよう
な職業に就き、どのように社会と関
わりながら生きていくのかを考える
科目です。
　「生きる力の育成」を目的とし
て、自己理解・職業理解・社会認識
を深め、それぞれの進路にあった、
履修計画を立てます。２年次には全
員がインターンシップに取り組みま
す。

～高校生活の集大成～
　高校生活３年間の集大成となる、
総合学科独自の学習活動が「総合研
究」です。
　自分自身で研究テーマを定め、担
当教員の力を借りながら主体的に取
り組んでいきます。
　「課題解決の能力と態度の育成」

「これまでの学校における学習の深
化」「コミュニケーション能力の向
上」を目的として、研究計画から発
表・論文作成まで各自が責任をもっ
て行います。 
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四年制大学
山梨大学・島根大学・長野県立大学・都留文科大学・日本体育大学・愛知学院大
学・中京大学・名城大学・愛知工業大学・愛知淑徳大学・名古屋商科大学・名古
屋学院大学・中部大学・岐阜女子大学・金沢学院大学・金沢工業大学・松本大
学・山梨学院大学・諏訪東京理科大学　他 

短期大学
松本大学松商短期大学部・飯田女子短期大学・信州豊南短期大学・愛知学泉短期
大学・大垣女子短期大学・中京短期大学・平成医療短期大学・名古屋経営短期大
学　他 

専門学校
信州木曽看護専門学校・信州医療福祉専門学校・長野美術専門学校・エプソン情報科学専門学校・上田情報
ビジネス専門学校・松本理容美容専門学校・愛知中央美容専門学校・名古屋美容専門学校・東海医療科学専
門学校・名古屋工学院専門学校　他 

進路実績
（過去３年間）

就職先

在校中の主な資格取得実績

進路実現に向けての学校の取り組み

進学先

進学体制の強化 ……… 一人ひとりの希望を叶える充実した個別指導
　生徒の進路実現に向けて、進路について生徒とともに考える綿密な個別相談や質問しやすい雰囲気
の中で、一人ひとりの進度に合わせた個別指導が受けられる少人数授業を行います。
朝の特別講座 ………… 始業前の15分間を利用した基礎学習講座
　基礎的な学習内容を個人の能力や進路目標に応じて継続的かつ自主的に学習する時間を日課内に設
定することで、「学び直し」から「受験基礎力の養成」まで多様な生徒のニーズを達成させるよう支
援を行います。 
学習環境の整備 ……… 集中して過ごせる快適な環境
　本校では、エアコン付き学習室を完備し、自習や個別学習で利用されています。併せて、大学案内
や就職資料のデータベース化を進めており、入試の過去問、受験報告書等の最新情報も自由に閲覧で
きます。 

南木曽発条株式会社・㈱IHIターボ・㈱長野県Aコープ・日本郵便株式会社信越支社・㈱トーエネック・
KOA株式会社・㈱恵那金属製作所・㈱シャトレーゼ中津川ゴルフ倶楽部・山崎製パン株式会社・相模鉄道
株式会社・新生テクノス株式会社　他 

◇実用英語技能検定２級
◇日本漢字能力検定２級
◇実用数学技能検定準２級
◇電気工事士１種、２種
◇危険物取扱者丙種、乙種第４類
◇計算技術検定３級
◇基礎製図検定

◇初級CAD検定
◇情報技術検定３級
◇３級普通旋盤技能検定実技、学科
◇フォークリフト運転業務特別教育修了
◇小型車両系運転業務特別教育修了
◇高所作業車運転業務特別教育修了

【日本商工会議所】
◇簿記検定３級
【全国商業高等学校協会】
◇簿記実務検定３級
◇珠算電卓実務検定１級
◇ビジネス文書実務検定１級
◇情報処理検定２級

ＳＰＩ
　朝の特別講座にお
いて基礎学力向上およ
び学習習慣確立に向け
て、全校統一でＳＰ
Ｉ学習に取り組み
ます。

学習合宿
　自らが学習計画を立て
それを実行することによ
り、自主的に学習する精神
を養うことを目的として、
長期休業中に２泊３日
で学習合宿を行い

ます。

補　習
　朝・放課後や休日を
利用して、進学・就職
に向けた補習授業およ
び資格取得のための
個別指導を行い

ます。

専門学校 30％

短期大学 9％

四年制大学 15％

その他２％

就職 44％

※SPIとは…就職試験などで課される
　　　　　  適性検査のことです。
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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
1年 国語総合 地理Ａ 数学Ⅰ 数学Ａ 化学基礎 体育 保健 コミュニケーション

英語Ⅰ 英語表現Ⅰ ■音楽Ⅰ 
■美術Ⅰ 家庭基礎 情報の科学 産業社会と

人間

Ｌ
Ｈ
Ｒ

2年 現代文Ｂ 世界史Ａ 現代社会 体育 保健
■物理基礎 
■科学と
　人間生活

■生物基礎 
■英語会話 
■グローバル

スタディーズ

■古典Ａ 
■音楽Ⅱ 
■美術Ⅱ

English 
Writing

■数学Ｂ  
■音楽表現基礎 
■造形

コミュニケーション英語Ⅱ ■数学Ⅱ  
■フードデザイン

■化学  
■日本史Ａ 
■英語会話

産業 
社会 
と

人間

3年 現代文Ｂ 体育 ■日本史Ｂ 
■地理Ｂ

■コミュニケーション英語Ⅲ 
■スポーツ  
■世界史Ｂ

■探究英語 
■国際文化 
■国語表現

■数学Ⅲ ■物理 
■生物 ■化学  

■国語演習  
■子ども文化 
■古典購読

■探究数学 
■国語表現 
■音楽Ⅲ  
■美術Ⅲ

総合的な 
学習の時間

■探究理科  
■教養国語  
■音楽表現基礎　　
■造形

■古典Ｂ  
■生活文化 
■教養英語 
■教養数学

■政治・経済 ■倫理

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
3年 政治・経済 体育 地理Ｂ コミュニケーション英語Ⅲ 探究英語 論理国語 古典Ｂ 生物 国際文化 探究数学 総合的な学習の時間 ＬＨＲ

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

2年 現代文Ｂ 世界史Ａ 現代社会 体育 保健 科学と
人間生活 生物基礎 音楽Ⅱ 英語表現Ⅰ 音楽表現基礎 コミュニケーション英語Ⅱ 数学Ⅱ 化学

産業 
社会 
と

人間

Ｌ
Ｈ
Ｒ

授業科目

上松中学校出身　２年生の声

南木曽中学校出身　３年生の声

■印は選択科目を示します。
※科目はH30年度入学生の例です。下記の在校生の具体例とは一部異なります。

　私は入院したことがあり、その時に支えてくださった看護師さんに憧れ、自身も看護師になりたいと思いまし
た。卒業後は看護の専門学校への進学を希望しており、選択科目は理系科目を選びました。

長野県立大学　
グローバルマネジメント学部
　草場　凌生（南木曽中学校出身）

　私が進学した長野県立大学は、グロー
バル化しつつある現代に対応できる人材
を育てています。１年間入寮の義務があ

り、現在寮生活を送っていますが、多方面から学生が集まって
いるので、日常のコミュニケーションに加えて、様々な視点か
ら学習についての話ができます。この寮生活を通してコミュニ
ケーション力や自立する力を養うことができると思います。大
学の教授も個性的な方ばかりで、授業もとても楽しいです。

中京大学　経営学部
　樋口　琴音（南木曽中学校出身）

　私は現在、中京大学に通っています。入学した
ばかりということもあり、今はまだ入門段階です
が、学部固有の科目以外にも様々な分野の勉強を
しています。また、学部自体の人数はとても多い

のですが、それをいくつかの班にわけて、少人数でディスカッションを
行う授業などもあります。高校と違い、初めてのことばかりで大変です
が、大学での学びを社会に出た際に活用できるように頑張りたいと思っ
ています。 

　小学校の教員を目指し、国公立大学教育学部への進学を志望しています。センター試験に対応できるよう講座を
選択しました。

私の時間割

私の時間割

文理系列卒業生の声

文理系列 夢を叶える３系列
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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

1年 国語総合 地理Ａ 数学Ⅰ 数学
Ａ 化学基礎 体育 保健 コミュニケーション

英語Ⅰ
英語
表現
Ⅰ

■音楽Ⅰ 
■美術Ⅰ ビジネス基礎 家庭基礎 情報の科学 産業社会と

人間

Ｌ
Ｈ
Ｒ

2年 現代文Ａ 世界史Ａ 現代社会 科学と
人間生活 体育 保健 コミュニケーション英語Ⅱ 簿記 情報処理 マーケ

ティング 課題研究 ■ビジネス実務
■原価計算

産業
社会
と

人間

3年 体育
■コミュニケーション英語Ⅲ 
■スポーツ  
■世界史Ｂ

■探究英語 
■国際文化 
■国語表現

■数学Ⅲ

ビジネス情報 商品開発 広告と
販売促進

財務会計Ⅰ

総合的な学習の時間■探究理科  
■教養国語  
■音楽表現基礎 
■造形

■古典Ｂ  
■生活文化 
■教養英語 
■教養数学

ビジネス経済 ビジネス
経済応用 経済活動と法

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
3年 体育 論理国語 国語表現 教養国語 教養英語 ビジネス情報 財務会計Ⅰ ビジネス経済 ビジネス

経済応用 経済活動と法 総合的な学習の時間 ＬＨＲ

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

2年 現代文Ａ 世界史Ａ 現代社会 科学と
人間生活 体育 保健 コミュニケーション英語Ⅱ 簿記 情報処理 マーケ

ティング 課題研究 ビジネス実務
産業
社会
と

人間

Ｌ
Ｈ
Ｒ　

授業科目

中津川市立第二中学校出身　２年生の声

南木曽中学校出身　３年生の声

■印は選択科目を示します。
※科目はH30年度入学生の例です。下記の在校生の具体例とは一部異なります。

　将来は美容師になり、自分のお店を開きたいです。シャンプーやコンディショナーを開発したいという思いもあ
り、経営ビジネス系列を選択し、将来に役立てられる知識を勉強しています。

名古屋コミュニケーション・アート専門学校
エココミュニケーション科
　金子　結菜（南木曽中学校出身）

　私の通う専門学校は「挨拶」がとても重要視されていま
す。しかし今までできなかった人がすぐにできるものではあ
りません。私は部活動の中で挨拶の大切さを学びました。高
校生のうちに人としてできて当たり前のことを普通にできる

よう習慣づけておくと自分のためになると思います。高校生の時に先生から教わっ
たことは一生ものだと思います。また、これからの社会ではパソコンを使いこなせ
ることが当たり前になってきます。最低でもPower Point、Word、Excelを使い
こなせるようにしておいた方がいいと思います。経営ビジネス系列の授業でこのよ
うなPCの基本的な操作を身につけたことが非常に役に立っています。 

名古屋スイーツ・カフェ専門学校
　新井　朱音（南木曽中学校出身）

　私は誰からも愛されるお店を経営するという夢
に向かって、製菓専門学校で勉強をしています。
週に４回ある実習では基礎からしっかり学んでい
ます。私が思っていた以上に力や速さが必要な作

業が多くて大変だけど、友達と協力して頑張っています。家でも自炊を
したり、授業で学んだことを生かしてお菓子を作ったりして技術向上に
励んでいます。今後もできることを１つでも増やしていきたいと考えて
います。 

　高校生活で全商簿記、ビジネス文書検定、ビジネス計算検定の１級取得を目指しています。簿記が好きなので、
将来は事務や会計の仕事に就きたいです。

私の時間割

私の時間割

経営ビジネス系列卒業生の声

経営ビジネス系列 夢を叶える３系列
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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

1年 国語総合 地理Ａ 数学Ⅰ 数学
Ａ 化学基礎 体育 保健 コミュニケーション

英語Ⅰ
英語
表現
Ⅰ

■音楽Ⅰ 
■美術Ⅰ 工業技術基礎 家庭基礎 情報の科学 産業社会と

人間

Ｌ
Ｈ
Ｒ

2年 現代文Ａ 世界史Ａ 現代社会 科学と
人間生活 物理基礎 体育 保健 電気基礎 機械工作 工業技術基礎 実習 数学Ⅱ

産業
社会
と

人間

3年 数学Ｂ 体育
■探究英語 
■国際文化 
■国語表現

■古典Ｂ  
■生活文化 
■教養英語 
■教養数学

電子機械 製図 実習 情報技術基礎 ■機械設計 
■電力技術 総合的な学習の時間

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

2年 現代文Ａ 世界史Ａ 現代社会 科学と
人間生活 物理基礎 体育 保健 電気基礎 機械工作 工業技術基礎 実習 数学Ⅱ

産業
社会
と

人間

Ｌ
Ｈ
Ｒ

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
3年 現代文Ｂ 体育 地理Ｂ コミュニケーション英語Ⅲ 探究英語 教養国語 古典Ｂ 生物 国際文化 探究数学 総合的な学習の時間 ＬＨＲ

木曽町中学校出身　２年生の声

大桑中学校出身　３年生の声

■印は選択科目を示します
※科目はH30年度入学生の例です。下記の在校生の具体例とは一部異なります。

　中学生の頃から機械に興味があり、将来は車を作りたいと考えています。工業の専門学校への進学を目指し、現
在は第２種電気工事士や旋盤技能検定の取得を目標に勉強しています。

南木曽発条株式会社
　岡田　昂也（大桑中学校出身）

　高校生活では、部活動や生徒会を通し
て最後までやり遂げることの大切さを学
ぶことができました。辛いことがあっ
た時に辞めたいと思った時期もありまし

た。しかしそれを乗り越えて最後までやり遂げた時の達成感は
今でも忘れられません。継続することはとても大切だと身に染
みて感じました。私は地元の会社に就職しました。現在の目標
としては確実に業務内容を覚え１日も早く会社、また地域社会
へ奉仕できるようにすることです。

名古屋工学院専門学校
情報システム科

　鈴木　日向（南木曽中学校出身）

　私は、ものづくり系列の授業で、コンピュータ
や情報の基礎を学んだ事がきっかけで、現在の進
路を決める事が出来ました。入学時には、将来や

進路について何も分かりませんでしたが、先生方のサポートのおかげで
少しずつでしたが、自分の進む道を決める事が出来ました。高校生活の
３年間で学んだ事は多くありますが、その中でも、先生や仲間を頼りに
して相談する事が大切だと感じました。

　卒業後は電気に関わる職業への就職を希望しています。資格取得に関わりの深い製図と情報技術基礎の講座に力
を入れています。

私の時間割

私の時間割

ものづくり系列卒業生の声

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
3年 体育 教養数学 電子機械 製図 実習 情報技術基礎 機械設計 電力技術 総合的な学習の時間 ＬＨＲ

授業科目

ものづくり系列 夢を叶える３系列
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※研修費の一部を南木曽町より補助いただいております。

※平成29年度の日程より抜粋

海外
語学
研修

クラブ
活動

　カナダでは多くの人と会話することを目標に生活をしていました。自分の英語が伝わらないもどかしさや、相
手の言っていることを理解できず不安を感じることがありましたが、自分の知っている単語や文法を繋ぎ合わ
せ、なんとか乗り越えることができました。会話を通して今までの自分にはなかった価値観や考え、人の優しさ
に気づくことができ、この研修は私にとって大変貴重な経験となりました。これからさらに自分を成長させるた
めにも、英語の学習に引き続き励みたいと思います。

　毎年15名程度の希望者がおり、
カナダで10日間の語学研修を行っ
ています。現地の学校やホームステ
イ先で生の英語に触れるとともに、
様々な交流を通して、異文化を体験
しています。

　蘇南高校では多くのクラブ活動・同好会があ
り、各種競技会などで活躍しています。クラブ
活動で得る、充実した時間やかけがえのない仲
間は、高校生活をより輝かせてくれます。

体験談

Day１ Day２ Day３ Day４
AM PM AM PM AM PM AM PM
授業

（専用クラス） 家具工房見学 授業（現地学校） 市長訪問 
買い物 授業（現地学校） カーリング 授業（現地学校） ボーリング

Day５ Day６ Day７ Day８
AM PM AM PM AM PM AM PM

授業（現地学校） 老人ホーム訪問 ホストファミリーと過ごす週末 
（例）買い物、観光など

ホストファミリーと過ごす週末 
（例）教会、映画鑑賞など

ホストファミリー
とお別れ カナダ出国

野球・弓道・卓球
バドミントン
サッカー
女子バレーボール
男子バスケットボール

運動系クラブ 文化系クラブ
美　術
音　楽
軽音楽
ものづくり

同好会
茶道・英語
剣道・テニス
女子バスケットボール
男子バレーボール

志を同じくする仲間と、新しく部をつくることも可能です。

バドミントン部

弓道部 野球部

女子バレーボール部

男子
バスケットボール部

美術部 サッカー部 軽音楽部

卓球部 音楽部

201
2 年
より
６年
連続

イン
ター
ハイ
出場



　長野県蘇南高等学校

つつじ公園

〒399-5301 長野県木曽郡南木曽町読書 2937-45
ＴＥＬ（0264）57-2063　FAX （0264）57-1009
蘇南高校ホームページ
http://www.nagano-c.ed.jp/sonan-hs/

■始業式
■入学式
■対面式　　　　　　
■開校記念講演

4月

■壮行会・中信大会
■茶摘み
■第１回定期考査

5月

■蘇峡祭
■第２回定期考査　
■中学生体験入学

7月

■インターンシップ
■夏期休業・夏期補習
■フォークリフト講習
■小型重機講習　
■高所作業講習

8月

■就職試験開始
■中信新人戦（前期）9月

■第３回定期考査
■強歩大会
■合唱コンクール
■中信新人戦（後期）

10月

■クラスマッチ
■２学年修学旅行11月

■第４回定期考査
■三者懇談会
■総合研究発表会

12月

■冬期休業
■大学入試センター試験
■３学年学年末考査

1月

■入学者前期選抜
■１・２学年学年末考査2月

■語学研修
■卒業式
■入学者後期選抜
■卒業生懇談会
■終業式・離任式

3月

■芸術鑑賞
■進路の日
■クラスマッチ

６月

蘇峡祭

修学旅行

対面式

茶摘み クラスマッチ

強歩大会

合唱コンクール

年間
行事

　四季を通じて様々な年間行事があります。７月に行われる“蘇峡祭”などの生徒会活動もとても
盛んです。これらの活動を通じた友人との出会いや感動は私たちの胸に刻み込まれ、高校時代の思
い出として一生の宝物になります。そんな高校生活を私たちと一緒に過ごしましょう。


