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学 校 近 況 報 告 
現在、蓼科高校には、１年生１１６名・２年生９７名・３年生９２名 

の計３０５名の生徒が通学しています。 

本校では、一人ひとりの生徒個々のニーズと学力及び入学後の 

成長による進路希望の変化にきめ細かく対応し，一人ひとりの進 

路実現を図るため、「進学」「地域創造」「地域貢献」「福祉」の４つ 

のコース制を導入しています。 

１年次は共通履修とし、「蓼高タイム（総合的な学習の時間）」に 

おけるキャリア教育と、「学び直し」「学び高め」のための学校設定 

科目「プログレス」の履修を通して、基礎学力を定着した上で自己 

の適正と進学・職業分野について学習し、２年進学時に希望進路 

の実現に即したコース選択ができるようにしています。 

Ａ 進学コース（４年制大学進学） 
国公立・私立大学への進学を目指します。 

Ｂ 地域創造コース（理系の短期大学・専門学校進学および就職） 

Ｃ 地域貢献コース（文系の短期大学・専門学校進学および就職） 
「地域Ⅰ・Ⅱ」及び「蓼科学」という学校設定科目を置き，体験的な 

学習を通して広く一般教養を高め，理・文系の短期大学・専門学 

校進学及び就職希望の実現を図ります。 

Ｄ 福祉コース（福祉・保育分野への進学および就職） 
将来，福祉・保育分野への進学・就職を目指すコースです。福祉 

に関わる実習を多く取り入れ，介護職員初任者研修 

（旧ホームヘルパー２級）を行います。 
 

平成２６年度 進路状況 (卒業生８６名) 

【４年制大学１７名進学】 

信州大学教育学部、国士舘大学 21世紀アジア学部、金沢工業大学工学部、長野大学環境ﾂｰﾘｽﾞﾑ学部、長野大学企業情報学部、長

野大学社会福祉学部、千葉科学大学危機管理学部、諏訪東京理科大学コンピュータメディア工学部、相模女子大学栄養科学部、駿

河台大学法学部、駿河台大学心理学部、群馬医療福祉大学社会福祉学部 

【短期大学５名進学】 

大月短期大学経済科、上田女子短期大学幼児教育学科、平成医療短期大学リハビリテーション学科、帝京短期大学生活科学科 

【大学校・専門学校２３名進学】 

【就職その他４１名】  

                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立科町の厚いご支援により小諸駅・中込駅・

田中駅からの通学バスが運行されています。 

路線バスを利用する生徒もいますが、佐久

地区１３中学、上田地区の１３中学、茅野市・

坂城町・千曲市出身の生徒を合わせ２９校の

中学校から生徒が進学して来ています。 

この中学校数は、長野県の地域高校の中

でも最大数であると思います。 

平成２７年度 クラブ活動結果報告 （抜粋） 

  総    体 新 人 戦 そ の 他 

剣  道 

男子個人戦 

 ベスト１６（４回戦） 安部 大悟・西村 郁陽 

   

男子個人戦 

 ベスト８（４回戦）   西村 郁陽 （県大会出場） 

 ベスト１６（３回戦）  安部大悟 

  

卓  球 男子ダブルス ３回戦 山下，小林ペア 男子ダブルス ２回戦 小倉，大林ペア       

バドミントン 
総合体育大会地区予選出場 女子シングルス 

 ３回戦 松田 龍野 

第７０回国民体育大会少年の部 

女子シングルス（ベスト８） 龍野 

野  球 

    春季東信大会  １回戦  対上田西 ９－０（７c）    敗退              

夏季長野県大会 １回戦  対須坂  １１－０（５c）   敗退             

秋季東信大会  １回戦  対小諸     ８－１       勝利 

      代表決定戦 対小諸商業  １４－２（５c） 敗退 

      復活代表戦 対上田           ８－１（５c） 敗退 

サッカー 東信大会  １回戦 0－17 野沢北   選手権大会 １回戦 0－27 須坂東 

バスケットボール 
東信大会 

 １回戦 １７－１４０ 岩村田 

新人戦 

 １回戦 蓼科 ２８－１８０ 佐久長聖  （敗退） 

バスケットボール選抜優勝大会（東信地区予選会） 

 １回戦 蓼科 ２９ － １７９ 野沢北 （敗退） 

テニス 

団体戦東信大会 

  準々決勝 ２－１ 野沢北 

  準決勝  ０－３ 上田西 

  ３位決定戦 ２－１ 軽井沢 （県大会へ） 

 シングルス  ４回戦 小宮山（ベスト１６） 

新人戦 

 本戦２回戦 ０－５ 上田染谷 

 順位戦１回戦 ３－２ 小諸 

 順位戦２回戦 ０－３ 野沢北  

秋季選手権 Ｂ級 

 シングルス ３位決定戦 北澤大雅 ６－０ （県大会出場） 

 ダブルス  決勝 北澤･佐藤ペア  ４－６ （県大会出場） 

Ｂ級シングルス女子 

 ３位決定戦 寺島あゆ美 ６－３ 上田西 （県大会出場） 

ゴルフ同好会 

・関信越高等学校ゴルフ選手権大会出場 

・関東決勝大会予選出場 

・関信越高等学校ゴルフ選手権秋季大会出場 

・関東冬季大会予選出場 

・国体長野県予選（立科 GC）出場 

・長野県ｼﾞｭﾆｱｺﾞﾙﾌ選手権大会（ﾌｫﾚｽﾄｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ三井の森） 

・関信越高等学校ｺﾞﾙﾌ研修競技会（群馬県･草津ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ） 

柔道クラブ 

○東信総体 

  個人 66ｋｇ級 大江 ベスト８  関 ベスト８         

○県総体  
  個人 66ｋｇ級 大江 １回戦敗退   関１回戦敗退 

○東信新人  団体Ⅱ部  ２位 

・個人 60ｋｇ級 大江 ベスト８ ・個人６６ｋｇ級 関  ２位 

○県新人  団体Ⅱ部予選ﾘｰｸﾞ２位（予選ﾘｰｸﾞ敗退）  

・個人 60kg 級 大江 １回戦敗退 ・個人 66kg級 関 ２回戦敗退 

  

陸  上 ○東信総体出場 ○東信新人出場   

【文化部】 

書  道 
第５７回全国書道展 全国書道高等学校協議会賞 ３年井出七夕 

第６８回長野県書道展覧会（県展）   金賞：３年１組 井出七夕 銀賞：２年１組 両角早葉 銅賞：２年１組 淺川春菜 

ジャズ 第 24 回 Student Summer Jazz Festival 2015 団体最優秀賞，ベストプレイヤー賞 中村ちえり（Pf） 

軽音楽 東北信大会 Power Live 2015 TH 出場 

J R C ・5 月 たてしなホーム空き缶拾いボランティア     ・7 月 長野県視覚障害者寄付活動  ・8 月 ケアポートみまき夏祭りボランティア   文化祭での活動報告発表 

茶華道 ・5 月 第 70 回東信地区高等学校合同音楽祭呈茶交流会   ・11 月 第 22 回長野県高等学校総合文化祭呈茶交流会 

演  劇 ・第 32 回長野県東信高等学校演劇連盟合同発表会出演 

パソコン同好会 ・カレンダープロジェクトで学校の近況を紹介（２月～）      ・文化祭にて展示発表（Typing Game、活動紹介など） 

合唱同好会 ・6 月 第 70 回東信地区高等学校合同音楽会          ・8 月 ポプラ祭 

平成 27 年 12 月 10 日 蓼 科 高 校 同 窓 会 報 創刊号

蓼科高校みこし連 (平成 27 年 8月 8 日：立科えんでこ祭り) 


