
 

 

 

 

 

 

 

 

今年のテーマは「百花斉放～笑顔届ける諏実タウン～」 

商業科・会計情報科では諏実タウンと呼ばれる販売実習とキッズビ

ジネスタウンを実施しています。今年度は 10 月 2２日（土）・2３

日（日）に実施しました。１0 回目という節目の年となりました。今

年度は 3 年ぶりに入場制限を行わずに一般公開を行いました。２日

間合わせて８８０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９１名の小学生にご来場いただきました。大体育館では各

地から仕入れた名産品や食材などの販売を行

い、小体育館では部活動の発表や日頃の学習の展示、他校の高校生が来ての

販売や長野県福祉大学校保育園との交流会などを行いました。 

 

  

 

令和４年度 検定試験スケジュール表 

商業科・会計情報科では様々な検定を通じて専門性を高めることを目標に学習を進めています。

下記が本年度の検定スケジュールです。授業外でも積極的に申込み、1級合格を目指して学習に励

みましょう。3 種目以上 1 級を取得者には、卒業時に表彰を行います。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

月 日 検定 申込期間
11日（日） 全商英語検定 締切済み
25日（日） 全商情報処理検定 締切済み
13日（日） 全商ビジネス計算実務検定 9月7日（水）～9月20日（火）
20日（日） 日本商工会議所 簿記検定 1か月くらい前まで
27日（日） 全商ビジネス文書実務検定 9月15日（木）～10月6日（木）
11日（日） 全商財務諸表分析検定 10月11日（火）～10月24日（月）
11日（日） 全商財務会計検定 10月11日（火）～10月24日（月）
11日（日） 全商管理会計検定 10月11日（火）～10月24日（月）
18日（日） 全商英語検定 9月21日（水）～10月7日（金）
18日（日） 全商ビジネスコミュニケーション検定 10月11日（火）～10月24日（月）
22日（日） 全商簿記実務検定 10月20日（木）～11月4日（金）
29日（日） 全商情報処理検定 11月1日（火）～11月14日（月）
5日（日） 全商商業経済検定 10月24日（月）～11月7日（月）
26日（日） 日本商工会議所 簿記検定 1か月くらい前まで

9月

11月

12月

1月

2月

※日商2級、3級、初級、原価計算初級のネット試験は随時申込可能です
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商業科・会計情報科 諏実タウン  10月開催 



 

 

 

授業に加え、研修などを通して普段は味わえない刺激を受け、多くを学びました。  

 

1 年･･･10 月には杉野服飾大学より 

講師の方をお迎えして「デザイン画 

講座」を実施しました。着彩のコツ 

などを指導され、今後のデザイン画 

の学習に活かせそうです。また、先生 

の技術にも目を奪われていました。 

 

２年･･･10月に神戸ファッション美術館、京友 

禅体験、教材購入などの研修を行いました。実際 

に着用されていた中世のドレスを目の当たりに 

して感動しつつ、自分たちもこのようなドレス 

を作れるように頑張らねば、と来年度のファッ 

ションショーに向けて決意を新たにしたのでは 

ないかと思います。 

 

３年･･･７月に外部講師の方による着付け講習会を行いました。自分たちが授業で製作した浴衣を

用いたことで、和服が身近なものに感じられたようです。 

現在、学習成果発表会に向けて追い込みの時期となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服飾科より 

 

★学習成果発表会 

令和５年 1 月 21 日(土) 11：00 開演  諏訪市文化センター 

 ３年服飾科生徒の保護者中心の限定公開です。 

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/ 

 

 



校友会係 

 10/6（木）に校友会選挙が行われ、新会長として２年 C 組の山本空誠さんが当選しました。10

月下旬には各委員会の委員・副委員長も決まり、リーダーズ講習会で顔合わせとなりました。生徒

会役員として選出された生徒同士、意見を交わしながら新生徒会目標を決めました。新年度以降も

精力的に活動していきます。 

 

 

 

進路指導係 

 今年度も例年同様に進学と就職の割合は５割ずつとなり、いずれの進路も着々と決まりつつあり

ます。 

進学希望者は、総合型選抜・学校推薦型選抜での受験形態となっております。いずれにしても、

1 年からの成績や欠席日数、資格取得が出願や合否の条件になってきますので、1,2 年生は早い段

階から意識した行動が必要です。進学相談会への参加や、春休みを利用したオープンキャンパスへ

の参加など、自分から動くことが大事です。3 年生の進学予定者については、高校での学びが進学

後も必要な人もいます。残りの高校生活を充実させたものにしてほしいと思います。 

就職は、コロナ禍の影響を受けた昨年度までと比較すると、すべての業種で求人は増え、高校生

にとってはうれしい状況でした。ただ、コロナの影響で、1,2年生のうちに行われる予定だった就

職に向けた勉強の機会が中止になったこともあり、それぞれ準備は大変だったと思われます。1,2

年生は、景気の動向によっては、この高校生有利な状況が続くとは限らないことを理解した上で、

今後の勉強会や研修会に参加し、企業研究を進めてほしいと思います。就職では、進学以上に出欠

席が大事になります。しっかりと自覚して、高校生活を送ってください。 

 

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 

2 年生  「経営者と語る会～諏訪支部月例会～」 
9 月 1 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 19 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。 

156 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、2 年生では 10 月 27 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 18 社の協力を得て、「どのような経緯で現在の会

社に勤めているか」についてお話をして頂きました。 

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。 

 

 



 

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。 

 

 

 

 

 

運 動 部 

野球 第 146 回春季北信越地区高校野球長野県大会南信予選 ※1 回戦敗退 
第 104 回全国高等学校野球選手権大会 1 回戦敗退 
第 147 回秋季北信越地区高校野球長野県大会南信予選 ※1 回戦敗退 
令和 4 年度度諏訪地区高等学校野球大会 ※1回戦敗退 
令和 4 年度秋季上伊那交流戦 ※2 勝 1 敗 
※印は連合チームでの出場 

テニス 国民体育大会南信予選 
 シングルス〈男子〉  青木亮哉２回戦敗退 
      〈女子〉  吉村麻美ブロック決勝敗退 
全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会南信予選 
 シングルス〈男子〉  青木亮哉１回戦敗退 
      〈女子〉  吉村麻美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 
シングルス〈男子〉  青木亮哉１回戦敗退 

〈女子〉  吉村麻美ブロック決勝敗退 

女子バレー 全日本バレーボール高等学校選手権大会南信地区予選会 1回戦敗退 

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 棄権 

女子バスケット 選抜優勝大会南信予選会１回戦敗退 

陸上 南信新人大会 女子 砲丸投 第 1位・やり投 第 3 位 矢﨑梨奈 県大会出場 

県新人大会 女子 砲丸投 第 4 位・やり投 予選敗退 矢﨑梨奈 北信越大会

出場 

北信越新人大会 女子 砲丸投げ 予選敗退 矢﨑梨奈 

サッカー 南信高校新人体育大会 1 回戦敗退（富士見高校、箕輪進修高校と合同） 

部活動報告 



バトミントン 長野県ジュニアバドミントン選手権南信地区予選 

   シングルス 〈女子〉櫻本千夏 ベスト８ 県大会出場 

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 ２回戦敗退 

長野県高校新人体育大会南信大会 

ダブルス  〈男子〉石水翔真・五味 駿矢 １回戦敗退 

シングルス 〈男子〉齋藤鉄彦、石水翔真、五味駿矢 １回戦敗退 

      〈女子〉櫻本千夏 ベスト８ 県大会出場 

長野県高校新人体育大会 

   シングルス 〈女子〉櫻本千夏 修学旅行参加のため棄権 

弓道 南信高校新人体育大会出場 1 年生 4名昇段審査受審（全員 1 級合格） 

文 化 部 

美術 

MDK 
部誌の作成と諏実タウンでの配布 

書道 科ノ葉祭 書道パフォーマンス 

合唱 7/18(月)  第 36 回長野県合唱大会(NHK 全国学校音楽コンクール)高校ブロッ
ク大会兼第31回長野県高校合唱サマーフェスティバル奨励賞(諏訪二葉高校と合
同合唱) 
10/8(土)  第 86回諏訪地区合同音楽会出演  
10/22(土) 諏実タウンにて文化部発表 
2023/1/29(月) 長野県ヴォーカル・アンサンブルフィスティバル出場予定 
毎週月・木・金曜日第一科ノ葉会館で活動 

吹奏楽 10 月 22、23 日諏実タウンにて発表 

茶道 10 月 22 日（土）諏実タウンにて呈茶  

毎週木曜日第一科ノ葉会館で活動 

演劇 9 月 10 日（土） 第 64 回諏訪地区高等学校演劇連盟合同発表会 

「餅は醤油？ それともバター？」（ぺくん／作）を上演。 

総合ビジネス 11 月 5 日（土）令和４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２位 北信越大会出場  

個人３位 奥田 琉希愛（２Ｃ） 

◆ワープロ 団体６位 

経済産業省 IT パスポート試験合格 

 奥田 琉希愛（２Ｃ） 矢﨑 陸斗（２Ｃ）  山本 空誠（２Ｃ） 

家政 不定期活動、プラスチック板作成・調理自習など 

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 2022 K 

「 ガナッシュ」出場 

科ノ葉祭・諏実タウン ライブ発表 

ダンス 科ノ葉祭 ダンスパフォーマンス 

ボランティア 諏訪市役所環境課主催の「秋の環境美化活動」に参加し、諏訪湖畔一帯の清掃を

行いました。 

 


