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<学校近況報告> 

新入生１１９名を迎え、２年生 106名、３年生 91名の計 316 名で、平成 28年

度がスタートしました。本校では、個々の進路希望等にきめ細かく対応し、「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年生は、

「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」等を履修しています。２年生は進路

実現に向けて、上記の４つのコースに分かれて学習をしています。３年生は、進

学・就職と卒業後の進路実現のために日々努力をしています。 

<平成 27年度進路状況（卒業生 92名）> 
【4年制大学（10名）】 松本大学人間健康学部・長野大学企業情報学部（３）、同 

  大学環境ツーリズム学部、同大学社会福祉学部 

山梨学院大学法学部・国士舘大学法学部・金沢工業大学工学部 ものづくり大学技能工芸学部 

【短期大学（５名）】長野県短期大学多文化コミュニケーション学科・松商短期大学商学科（２）、飯田女子短期大学幼児教育学科 他 

【専門学校（26名）】 【就職、その他（51 名）】 

<クラブ活動状況> 【運動部】 

 

 

平成 28年８月６日立科えんでこ祭 

  総    体 新 人 戦 そ の 他 

剣  道 個人戦 ３年安部（２回戦） ２年 西村（２回戦） 個人戦出場 ２年西村（２回戦） １年原 （１回戦）   

卓  球 

男子シングルス  １回戦 小林，市村，小倉， 

２回戦 江本，滝澤，大林，菊原 

男子ダブルス 

１回戦 小林，滝澤ペア 大林，小倉ペア 

     江本，市村ペア 

団体戦 蓼科０－３佐久平総合技術 

蓼科０－３丸子修学館 

蓼科０－３上田東  

男子シングルス 

１回戦 江本，小倉，菊原，市村，滝澤，大林，内田 

男子ダブルス １回戦 滝澤，大林ペア 菊原，小倉ペア 

              江本，市村ペア 

団体戦 

蓼科０－３佐久平総合技術 

蓼科０－３上田東      

  

バドミントン 

２回戦 男子Ｓ 中谷、大澤 

     女子Ｓ 龍野、松田 

     男子Ｗ 宮之上・小林ペア 

２回戦 男子Ｓ 永井、滝沢 

３回戦 男子Ｓ 宮之上、小林 

国体予選（東信地区） 

３回戦（ベスト１６） 女子Ｓ 龍野 

３回戦        女子Ｗ 龍野・松田ペア 

野  球 

   第 137回春季北信越地区高校野球長野県大会 東信予選会 

１回戦 ｖｓ地球環境 ５－０ 敗退 

第 98回全国高等学校野球選手権長野県大会           

１回戦 ｖｓ屋代 ５－２ 敗退                       

第 135回秋季北信越地区高校野球長野県大会 東信予選会 

予備戦 １回戦 ｖｓ佐久平総合技術高校 １２－５ 勝利                      

予備戦 シード決定戦 ｖｓ上田西 １８－０ 敗退         

第 135回秋季北信越地区高校野球長野県大会 東信予選会 

１回戦 ｖｓ岩村田 １２－０ 敗退  

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 
男子 1回戦 上田東    0対２ 

女子 １回戦 丸子修学館 0対２ 

  

サッカー 1回戦 0－17 vs上田高校 1回戦 0－12 vs小諸高校  

バスケットボール 蓼科 28 - 94  野沢南（5月） 蓼科 44 - 155 佐久長聖 （11 月） 
（東信選抜大会） 

蓼科 38 - 101 上田染谷丘 （9月） 

テニス 

団体戦 １回戦 

シングルス １回戦 春原 

２回戦 清水、滝沢、武井 

３回戦 北澤、佐藤 

ダブルス  ２回戦 春原・佐藤、清水・武井 

３回戦（ベスト 16） 滝沢、北澤 

団体戦 1回戦 

シングルス （Ａ級）２回戦 佐藤 

４回戦（ベスト８） 北澤 

        （Ｂ級）３回戦（ベスト 16） 飯田、所 

ダブルス （Ａ級）４位 北澤・佐藤 

（Ｂ級）２回戦 飯田・所 

東信地区国体予選 

シングルス ２回戦 佐藤、飯田、所 

        ４回戦（ベスト８） 北澤 

陸 上 
男子：1500m (1名)、800m(2 名) 

女子：100m(1 名)出場 
男子：800m(2 名)、200m(1 名)出場 現在、部員数：男子 5名、女子 1名 

ゴルフ同好会 
関信越高等学校ゴルフ選手権秋季大会出場 

（栃木県那須野ヶ原 CC） 

関信越高等学校ゴルフ選手権秋季大会出場 

（新潟県紫雲 CC） 

関信越高等学校ゴルフ研修競技会出場（群馬県草津 CC） 

新潟群馬長野 3県合同研修競技会出場（埼玉県上里 GC） 

柔道クラブ 

男子 団体 リーグ戦２勝２敗    ３位 

男子 個人６０㎏級  大江 ベスト８ 

       ６６㎏級  関   ３位 

       ６６㎏級  児玉 ベスト８ 

       ８１㎏級  本山 ベスト８  

以上県大会 

長野県総合体育大会  

男子 団体 １回戦 蓼科 ０－５ 長野日大 

        敗者戦    蓼科 ２－３ 阿智 

男子 個人 ６０㎏級 大江 １回戦(東海三)  

          ６６㎏級 関   １回戦（岡工）  

        ６６㎏級 児玉 １回戦（松本一） 

        ８１㎏級 本山 1回戦（長日大） 

男子団体  Ⅰ部   ３位 

男子個人 ６６㎏級  関  ３位 

         ６６㎏級  児玉 ベスト８ 

       ７３㎏級  本山  ３位 

       ９０㎏級  尾臺 ベスト８   以上、県大会 

 

長野県新人体育大会  11/5・6 

男子団体 Ⅰ部 リーグ戦  ０勝４敗  予選リーグ 

   個人 ６６㎏級  関 １回戦（松本一） 

         ６６㎏級  児玉 １回戦（東海三） 

７３㎏級  本山 １回戦（辰野） 

         ９０㎏級  尾臺 １回戦勝（小平・上田西） 

                   ２回戦（新井・佐久長） 

  

【文化部】 

書  道 
第６９回長野県書道展覧会（特選１ 銀賞１ 銅賞２）  第４８回全国学生書道展（日本書道芸術協会準大賞） 第５８回全国書道展（大東書道大賞） 第３３回東信高校書道展

出品（５点） 第３２回長野県高等学校書道展（５点） 

ジャズ 
8月、立科町えんでこ祭りでのアトラクション演奏と 11月、立科町商工祭での演奏 

美術 佐久地区クラブ合同美術展や立科町文化展に参加しました。日々コツコツと活動しています。 

軽音楽 長野県東北信大会 Power Live 2016 TH  出場しました。 

J R C 
立科町の障がい者支援施設で行われたごみ拾いや畑仕事に参加させていただき、施設利用者の方々や地域の方々と作業を通して交流させていただきました。また、施設で使

用していただこうと思い、ゴミ箱を作成しました。 

茶華道 ・5月 上田高校との交流呈茶会  ・8月 文化祭発表  ・10月 第 22回高文連東信支部芸術文化交流会呈茶交流会、華道作品展示 

演  劇 
第 47回ポプラ祭および第 33回東信地区高校演劇合同発表会において、当部員オリジナルの作演出による創作劇『シリアス？なにそれおいしいの？』を上演しました。12名の

個性あふれるメンバーが揃い、これからがますます楽しみです。ご支援のほどよろしくお願いいたします。 

パソコン部 部員２名で活動中、文化祭での展示発表と松木のカレンダーを作成しています。 

家庭科同好会 文化祭におけるお好み焼き出店 

環境同好会 現在部員がいないため、活動できないが、活動ができたら、長野県科学賞などに研究発表したいと考えている。 

合唱同好会 10月に 第９回立科町学校合同コンサートで発表しました。 
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