
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 商業科・会計情報科では諏実タウンで、諏実ショッパーズという販売実習とキッズビジネスタウン

すわという小学生に社会の仕組みを知ってもらう就業体験イベントを実施しています。これは日頃の

学習成果を発表する場。今年度は 10月 23日（土）・24 日（日）に実施。新型コロナウィルス感染

拡大を考慮し、生徒家族のみ入場としました。２日間合わせて 370人余りのお客様と地元小学校か

らはキッズビジネスタウンに１２３名の小学生にご来場いただきました。今年は創立１００周年記念

式典も実施。同窓生にも、日ごろの学習成果を見ていただきました。 

今年のテーマは「リニューアル・新しい諏実タウンへようこそ！」 

新型コロナウィルス感染拡大を考慮し、お客様に満足していただける 

ものにしたいと様々な見直しを行いました。 

大きく変更したのは、営業課の販売場所を大体育館にし、すべての 

売り場を一つにしました。フード課では、生徒が作った料理メニューは 

すべてテイクアウト形式での販売を行いました。テイクアウト形式の販  

売は初の試み、飲食店の皆様のご苦労を改めて学習し直す機会となりました。 

 

                

 

 

 

 

                                   

                   

 

 

商業科・会計情報科 諏実タウン  10月開催 

キッズビジネスタウン 
                                    
「警察」体験 
                                   
小学生刑事が、事件の                              
 
捜査中！！ 
 

タウンポスター 

 

 

令和３年度 

Ｎｏ．2 

長野県諏訪実業高等学校 



学習成果発表会 

令和４年 1 月 22 日(土) 13：00 開演  諏訪市文化センター 

 

諏訪実業高校 HP より配信（YouTube）をご覧いただけます。     

https://www.nagano-c.ed.jp/sjt-hs/ 

 

 

 

 

＜諏実タウン ミニファッションショー＞ 

１～３年生合同のファッションショーを行いました。

コロナ禍での開催のため、家族限定公開でしたが、服飾

科の授業作品とファッションショーを楽しんで頂けたよ

うです。また、100 周年記念式典では，大勢の来賓の方々

の前で､学校創設から100年後の服飾科の学びをご披露

することができました。            

             

＜外部講師による講習・研修＞ 

ゆかたの着付け教室・杉野服飾大学によるファッショ

ン画講座・アパレル CAD の実習等を行い、知識や技術

を身につけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服飾科より 

 

校内ファションデザインコンクール受賞作品を 12/7 より生徒昇降口前多目的ホールに展示しています。 

２学年 修学旅行延期 

今年度 2 学年では、１２月８日（水）から１１日（土）までの４日間、沖縄への修学旅行を計画して

おりました。しかし、新型コロナウィルス感染拡大（第５波）の影響もあり、航空機のキャンセルが可能

な時期まで状況を見ながら沖縄への修学旅行を実施する最善策を検討してきました。併せて保護者の皆

様そして生徒の皆さんから、１２月の沖縄修学旅行についてのアンケートを行いました。アンケート結

果またその当時の感染状況（第５波の終息が見通せない状況）を鑑み、生徒の安全を第一に考えた結果、

やむなく今年度 12月の沖縄修学旅行を行わない結論に至りました。 

ただし、修学旅行自体については実施する方向であり、時期は令和４年１２月１５日（木）出発の２泊

３日、目的地については沖縄の予定です。保護者の皆様はじめ、関係者の皆様におかれましては、ご寛恕

を賜るとともに、今後改めてご報告を差し上げますので、ご理解とご協力を賜りますよう、何卒お願い

申し上げます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 28 日に恒例となった「諏訪実ミニメッセ」を行いました。コロナ禍で感染対策をとりながら、

長野県中小企業家同友会諏訪支部加盟企業様 22 社の協

力を得て、無事開催することができました。 

本校の GRAND DESIGN にも位置付けられている

「地域社会と直結することで、即戦力の社会人として成

長する！」を達成していくため、キャリア教育の一環と

して 1 年生で行われる「諏訪実ミニメッセ」は、とても

重要な教育の場です。 

124 名の生徒諸君は興味関心のある 5 つ以上のブー

スを訪問し、企業の方々に事業内容や企業理念、会社の

雰囲気などについて説明を受けレポートにまとめてい

ました。 

また、同日の放課後、「経営者と語る会～諏訪支部月例会～」を実施しました。同じく長野県中小企業

家同友会加盟企業様 16 社の協力を得て、「働く」、「生きる」をテーマに意見交換を行いました。 

12 月にはインターンシップを実施する予定です。実際の職場で仕事を体験させていただくことで、職

業観の育成を目指していくことを考えています。 

 

進路指導係より 

３年生の進路については、昨年同様に進学と就職の割合は５割ずつとなり、いずれの進路も決ま

りつつあります。 

就職希望者に関しては、コロナ禍にあり求人件数の動向が気になる状況でしたが、諏訪地域の製

造業を中心に昨年を上回る求人をいただきました。また、宿泊業・サービス業関連等の求人も回復

傾向にあり、選択肢の広がる状況となりました。 

今年の就職試験の特徴は、オンラインでの面接・ＷＥＢ適性検査を実施する企業が増えたという

ことです。来年度以降、オンラインでの就職試験が更に増えることも予想されますので、しっかり

対策していくことが大切です。 

進学希望者に関しては、総合型選抜および学校推薦型選抜での受験を考えている３年生がほとん

どです。ただし、それらの選抜試験の中でも学力試験を科す学校が増えてきています。合格を勝ち

取るためにも、普段の授業において「自ら学ぶ」という姿勢を大切にし、基礎学力習得を目指して欲

しいと思います。 

２、１年生の皆さんは、１年後、２年後の自分の進路についてどのように考えていますか？ 

「なりたい自分」を想像してみてください。思い描く進路を実現するためにも、学校調べや企業

研究を進めてください。早速、12 月に進学相談会、１月に企業勉強会があります。３月下旬からオ

ープンキャンパス等も開催されます。日々の生活に流されるのではなく、自分の将来を見据えて行

動することが重要です。進路指導室にも学校や企業の情報が沢山あります。ぜひ進路指導室にも足

を運んでみてください。 

 

1年生 「地域の産業と企業を理解しよう！」 諏訪実ミニメッセ開催 



参加企業様からの感想 

・生徒の皆さんとお話しする中で、企業の中だけでは、想像や知ることのできない考えや率直な意見を

聞くことができ、大変有意義な時間になりました。 

・生徒一人一人が前向きな質問をくださり、皆さん、明るく取り組んでいたため、非常に好印象でした。

来年以降もぜひ参加させていただきたいです。 

・何のために働くかわからない生徒さんが難しい課題を与えられている中、わからないなりに一生懸命

話を聞く姿、とても勉強になりました。 

 

生徒の感想 

・夢ややりたいことというのは、案外何気ないきっかけで決まるものだと思いました。なので、興味を

持ったことには積極的に取り組んでいこうと思いました。 

・生きていくうえで、仕事をすることは絶対に必要で、その仕事という時間は 1日の中で一番長い時間

になるので、そこで幸せを感じることが人生の幸せにつながると思いました。 

・仕事をするうえで、コミュニケーションはとても重要だと思いました。人と人との関わりがあるから

こそ笑顔が生まれると思うので、学生のうちからコミュニケーション能力を身に付けていきたいと思

いました。 

・どの道に進んでも必ず苦しいことや辛いことはあるので、自分を信じて挑戦すれば絶対に成功すると

思いました。なので、失敗を怖がらず、いろいろなことに挑戦し、自分らしく生きていこうと思いま

す。 

 

 

 

野 球 
夏季高等学校野球長野県大会 1回戦敗退 
北信越地区高校野球南信予選１回戦敗退 

テ ニ ス 国民体育大会南信予選 
 〈男子〉 シングルス 渡邊来輝２回戦敗退、青木亮哉、樋口佑和１回戦敗退 
 〈女子〉 シングルス 大西優衣ブロック決勝敗退、加々見玲奈２回戦敗退 
全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会南信予選 
 〈男子〉 シングルス 渡邊来輝、青木亮哉１回戦敗退 
 〈女子〉 シングルス 吉村麻美、大西優衣１回戦敗退 
南信高校新人体育大会 
〈女子〉 団  体 １回戦敗退 

新人テニス選手権南信地区大会 
カテゴリーⅠ 
〈男子〉 シングルス 渡邊来輝１回戦敗退 

カテゴリーⅡ 
〈男子〉 シングルス 樋口佑和２回戦敗退、青木亮哉１回戦敗退 
     ダブルス 青木亮哉・樋口佑和１回戦敗退 
〈女子〉 シングルス 大西優衣６位、加々見玲奈７位 以上県大会出場 
          吉村麻美２回戦敗退 

ダブルス 加々見玲奈・藤木盟（伊那弥生ケ丘と合同）３位 
     吉村麻美・大西優衣３位 県大会出場 

 

女 子 バ レ ー 南信高校新人体育大会 出場予定 

男子バスケット 選抜優勝大会南信予選会２回戦敗退 

南信高校新人体育大会 ２回戦敗退 

女子バスケット 選抜優勝大会南信予選会１回戦敗退 
南信高校新人体育大会 １回戦敗退 

部活動報告 



陸 上 南信新人大会 男子 砲丸投 第 4位・円盤投 第 4位 小林郁弥 県大会出場 

県新人大会  男子 砲丸投 20位・円盤投 19位 小林郁弥 

サ ッ カ ー 選手権大会長野予選１回戦敗退 

南信高校新人体育大会 ベスト８ 県大会出場（辰野高校と合同） 

バ ト ミ ン ト ン 

 

 

ジュニアバドミントン選手権南信地区予選 

    ダブルス  

〈男子〉萩原大嵩・高木隆規 ２回戦敗退 

     〈女子〉篠原日和乃・酒井沙羅、村上花・渡邉あき 

         小松茉菜・櫻本千夏 ２回戦敗退 

         伊藤琴里・古畑りおな １回戦敗退 

   シングルス  

〈男子〉萩原大嵩 ベスト１６ 

         高木隆規 ２回戦敗退 

     〈女子〉櫻本千夏 ベスト８ 県大会出場 

         篠原日和乃 ３回線敗退 

         伊藤琴里、村上花、古畑りおな、渡邉あき、 

酒井沙羅 ２回戦敗退 

小松茉菜 １回戦敗退 

 

長野県ジュニアバドミントン選手権大会 

   シングルス 

〈女子〉櫻本千夏 １回戦 ０－２ 松商学園 初戦敗退 

 

 

南信高校新人体育大会 

学校対抗 

〈女子〉5位 県大会出場 （篠原 伊藤 小松 酒井 村上 櫻本）  

ダブルス 

〈男子〉萩原大嵩・高木隆規 １回戦敗退 

    〈女子〉篠原日和乃・櫻本千夏、伊藤琴里・小松茉菜 ２回戦敗退 

        酒井沙羅・村上花 １回戦敗退 

シングルス  

〈男子〉萩原大嵩 ３回戦敗退  

高木隆規 １回戦敗退 

  〈女子〉伊藤琴里 ベスト１６ 

      小松茉菜、櫻本千夏 ３回線敗退 

      酒井沙羅、村上花 ２回戦敗退 

      篠原日和乃 １回戦敗退 

      

長野県高校新人体育大会 

    学校対抗  

     〈女子〉１回戦 諏訪実業 １－３ 長野 初戦敗退 

         （篠原 伊藤 小松 酒井 村上 櫻本） 

剣 道 出場せず 

弓 道 南信高校新人体育大会出場 

ス ケ ー ト 県高校総合体育大会 12/14～16予定 県高校新人体育大会 2/10～2/14予定 

全国高等学校総合体育大会（インターハイ）1/17～1/20予定 

 

 

 



美 術 

M D K 

10月 23日(土)～10月 24日(日) 諏実タウンで作品展示 

11月 11日(木)～11月 14日(日) 茅野市民館 諏訪高校美術展 
部誌の作成と諏実タウンでの配布。 
本年度は、多目的ホールに常時作品を展示、作品も定期的に内容を変え展示 

書 道 5月 22日(土) 湖岸中門橋 橋名板除幕式参加 
10月 24日(日) 諏実タウン 書道パフォーマンス発表 

合 唱 ７月 23日(金) 第 13回東京国際声楽コンクール長野地区大会 
10月 23日(土) 100周年記念式典にて校歌演奏  
10月 24日(日) 諏実タウンにて文化部発表 
10月 30日(土) 第 85回諏訪地区合同音楽会 
現在高文連合唱専門部南信リーダーズ・コールの一員として活動 

吹 奏 楽 10月 23日(土) 100周年記念式典にて校歌演奏 10/24(日) 諏実タウンにて文化部
発表 
10月 30日(土) 第 85回諏訪地区合同音楽会 

12月 19日(日) 長野県アンサンブルコンテスト南信地区大会 

茶 道 10月 23日（土）、24日（日）諏実タウンにて展示  

11 月 16 日（火）宿場町街道資料館（下諏訪町）にて浅川小学校修学旅行生への呈茶

ボランティア 

毎週木曜日第一科ノ葉会館で活動 

演 劇 ◆9月 11日（土）、第 63回諏訪地区高等学校演劇連盟合同発表会にて「マスク」を上

演。練習期間は 10日間ほどしか無かったが、無事に上演した。 

◆2月 13日（日）の諏訪地区冬季合同公演に参加予定。 

総 合 ビ ジ ネ ス 11月 6日（土）令和３年度長野県高等学校商業総合競技会（県新人大会） 

◆情報処理 団体３位 個人４位 矢澤 莉乃（２Ｃ） 個人１１位 濵 希美（２Ｃ） 

      個人北信越大会出場 矢澤 莉乃（２Ｃ）・濵 希美（２Ｃ） 

◆簿  記 団体３位 

      個人３位・北信越大会出場 平出 愛美（２Ｃ） 

※令和３年度 全商北信越地区高等学校競技大会 

 令和４年２月 11日（金）～12日（土） 富山県民会館 

◆ワープロ 団体５位 

家 政 100周年記念式典の時に来賓の方の記念品制作を行いました。 

軽 音 楽 長野県高等学校軽音楽系クラブ合同演奏会県大会 Power Live 2021 K 

「Now Loading “アネモネ”」 

科ノ葉祭・諏実タウン ライブ発表 

ダ ン ス 科ノ葉祭・諏実タウン ダンスパフォーマンス 

ボ ラ ン テ ィ ア 「令和３年度全市一斉清掃」に参加し、諏訪湖周辺の環境美化に取り組みました。 

「令和３年度 赤い羽根共同募金」に取り組み、4,464 円の募金にご協力いただきま

した。 

「TOYOTA SOCIAL FES!!～魚多し諏訪湖を取り戻そう！～」に参加し、ボートに乗って

諏訪湖上の浮遊ゴミ回収活動を行いました。 

 

長野県諏訪実業高等学校 

TEL 0266-52-0359  FAX 0266-57-2430  URL  https://www.nagano-c.ed.jp/sjt-hs/ 

    ＨＰでも学校の様子を詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。 

https://www.nagano-c.ed.jp/sjt-hs/

