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縣陵生とグローバル社会
北信越高等学校PTA連合研究会／3学年PTA／地区PTA
芸術鑑賞　[charge]「チャージ」／「働くこと，生きること」
合唱コンクール
さくら逝去・人権平和講演会（新聞部記事より）
こんにちは県議会です・PTA研修旅行～中央大学・多摩キャンパス～
強歩大会
活躍する縣陵生　（美術部・ダンス部・卓球部）
活躍する縣陵生　（生徒会・サッカー部）
世界に羽ばたく卒業生！
活躍する縣陵生（インターナショナル部・内田佑香、横山瑠奈さん）
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　平素はPTA活動につきご協力・ご
理解をいただき大変ありがとうござい
ます。会員の皆様にご支援をいただき
本年度も計画していた事業を終了する
ことが出来ました。本当にありがとう
ございました。
　伝統の強歩大会では、総務委員会の
役員の方たち中心に大勢の会員の方に
ご協力いただき、生徒たちの力走を支
援することができました。また、中央
大学への研修旅行では、地区研修委員

日本の生活
　日本で最初に気づいたことは、日本はと
てもきれい。くうこうはすごくきれいで、い
ろんな自動はんばいきもあって、びっくり
しました。それで電車がぴったりに時間も
びっくりしました。
　松本に来たときはすごい東京と違って、ビ
ルは全然なっくて、電車もすくないし、日本の
とかいといなかの違いが思ったより大きかっ
たです。でもこちのほうがすごく住みやすいと
ころなので、すぐ東京好きになりました。
　学校行くときに、みんなが電車で行って、
あるいたりとか、自転車で行ったり、それと
も家から自転車で行って、すごいつかれそ
うでした。学校についたらシューズじゃなく
てサンダルをはくのがびっくりしました。です
けどこれのほうは学校の中はそんなにきたな

ごくいい文化だと思いました！
　部活については学校の一番いいことで
す。自分が持っている興味を他の人と一
緒にやるのがとてもしあわせでした。それ
で部活はおそくまでやるのがびっくりしま
した。特に運動部がすごくおそいので、９
時に帰るのがふつうになりました。
　これは僕のいつもの生活です。これで
帰国になりますが、日本で学んだことは本
当に最高でした！
　ありがとうございました！（原文のまま
です）

くなりません。じゅうぎょうは 55 分とブラジ
ルとくらべたら、すごく長いです。ブラジル
では45 分だけで、学校は午前中だけなの
で、日本の学校はすごいつかれます。内容
についてはすごくこまかい内容なので日本人
にもむずかしいらしいです。英語のじゅうぎょ
うは、日本語がひじょうに多かったです。も
しもっと英語で話すと、もっと上手な英語に
なると思いました！たいいくのじゅうぎょうは
一番いいと思いました。なぜかっていうと、
ちゃんとたいいくのためのふく着も、ちゃんと
したシューズのが本当に好きでした。ブラジ
ルでは着てるふくでやるので日本のはすごく
いいと思いました。それで日本の学校はす
ごくマジ目なのでびっくりしました。せいとた
ちがちゃんと先生と先輩にあいさつして、す

元 2 年 I 組
ジオゴ・モレスキ

会の役員の方たち中心に、入念な企画
のもと本校OB生徒の交流が有意義に
できました。また地区PTAも本年は
昨年以上に開催地区が増えそれぞれ生
徒たちについて地区の会員同士、また
学校との情報交換ができ、これも関係
役員・先生方の熱意によるものと感謝
します。PTA会報につきましても広
報委員会の創意工夫により、今まで以
上に質の高い広報誌にしていただきま
した。本当に感謝申し上げます。
　さて、外に目を向けてみますと、海
外ではイギリスのEU離脱・トランプ
新アメリカ大統領の誕生と大きな歴史
的変化があり、ナショナリズムや保護
主義の傾向がみられますし、世界各地
での民族や宗教上の争い、国家の分離
独立問題も絶えずおきています。何や
ら標題のグローバル化とは逆行してい
るような気がします。

　これからどのような世界になってく
のか本当に予想がつきませんが、どの
ような状況になるとしても社会的・文
化的・経済的に様々な「壁」「境界」は
今まで以上になくなっていくであろう
と思います。その中で日本の役割は大
きくなっていくことでしょう。そうい
うグローバル化の進化に対応できるよ
う「学び」を高めていかなければなり
ません。これからの縣陵生に大いに活
躍を期待したいと思います。

特集　縣陵生とグローバル社会

県陵とグローバル化
PTA 会長　忠地 祐一
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特集　縣陵生とグローバル社会

　十二月二十六日に嬉しいニュースが
飛び込んできました。即興型ディベート
の全国大会で、本校のインターナショナ
ル部が優勝したのです。全国四十校、
計六十四チームの頂点に立ったので
す。インターナショナル部の健闘に心より
お祝いを申し上げます。
　この即興型ディベートは、本校の一学
年の英語授業でも取り入れ始めており、
一チームは三人の構成で相手と対戦し
ます。「社会」「政治」「倫理」「環境」
「国際問題」など多岐にわたるテーマ
から論題を与えられ、十五分から二十分
の短い時間でディベー構成を考えます。
決勝戦の論題は、「カジノ」についての
是非を問うものだったそうです。チームは
肯定の立場を指定され「政府はカジノを
する個人の自由を与えるべき」「経済効
果がある」などの理由を述べました。英
語での発信力はもちろん、幅広い知識、

私の学んだこと ～グローバル化と縣陵～
ているか」という問題をよく見かけますが、
それにはいつも模範解答があり、自分の
考えを好きに書いていいわけではありませ
ん。だからこそオーストラリアで、きちんと
理論立てして適切な例や証拠を挙げれば
何を書いてもいい、と最初に言われた時
は本当に戸惑いました。解答もなく、例も
ありませんでした。どんなふうに始めれば
いいのか、何から書けばいいのかもわか
らず、違いに驚き戸惑いました。
　それから11か月が経ち、オー
ストラリアを離れるとき、英語の
先生が私に声をかけてくれ、「詩
野の英語はこの一年で本当に
上達したね。普通のオーストラリ
ア人よりいいエッセイを書くように

なった！」と言ってくださいました。一年間
親身になって教えてくださった先生方には
感謝してもしきれません。
　オーストラリアで出会った人たちは、人
懐っこく、優しくておおらかな人たちでし
た。そして、自分の意見をしっかり持って
いて、挑戦したいと思ったことには積極的
に取り組む姿がとても魅力的でした。彼ら
の文化に触れて、彼らのように生活し、た
くさんの大切な思い出を作れたことは、一

言では表せないくらい素晴らし
い経験でした。またいつか。そ
う言って別れたみんなに、次に
会う時良い報告ができるように、
この一年で得た経験を大切に、
今後に生かしていきたいです。

　12月16日、オーストラリアでの約11か月
の留学を終え日本に帰国した時、正直とて
も複雑な気持ちでした。家族や友人に再
会できる喜びと期待、オーストラリアを離れ
た虚無感と寂しさ、そして新生活への不
安など、いろいろな思いが入り交じり、単
純に帰国を喜べなかった自分がいたこと
を覚えています。
　オーストラリアでは現地の学校に、現地
の高校生のように通っていました。学校生
活の中でも、一番印象に残っているのは
英語の授業です。英語の授業では新聞
記事や、小説、意見記事などを読み、そ
れについて自分の意見を600 ～ 800字の
エッセイ形式で書く、というものでした。日
本の国語のテストで「筆者は何を意味し

加藤 詩野

論理的思考力、プレゼンテーション能力、
コミュニケーション力の勝利です。
　本校チームは、日本代表として、一月
に大阪で行われる世界交流大会に出場
します。この原稿が発行されている時
には、その結果が出ていることでしょう。
　さて、これからの社会は、ますますグ
ローバル化が進みます。十年後、二十
年後、今の縣陵生が活躍している頃は、
社会はどのように変化しているのでしょ
うか。本校の教育はそんな将来に役立
つ教育であることが求められると思って
います。手探りではありますが、グロー
バル教育につながる行事や授業に力を
入れているところです。
　十二月の末に、もう一つ、いいニュー
スがありました。東京にあるロシア青年
交流センターから、「本年度もロシアへ
の日本高校生訪問団に県ケ丘高校から
派遣したい。」「人数は三名です」とい

うものでした。一昨年、ロシアの高校生
と本校二年の英語科と交流をしたのが
きっかけで、派遣の枠を頂き、昨年に引
き続いてのものです。行先は、ロシア第
二の都市、サンクトペテルブルクで約一
週間の滞在です。
　「グローバルな学び」は、未来を見据
える視点があって初めてその必要性が
見えてきます。他の学び以上に、新た
なるもの、未知なるものを理解し、視野
を広げようとする挑戦心が求められるで
しょう。二十一世紀を逞しく生きる縣陵
生は、この学びに特に積極的であって
欲しいと願います。

進むグローバル社会と県陵生
学校長　永原 経明
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　表記研究大会が福井県福井市において、「再発見！愛」をメインテーマとして開催さ
れ、永原校長先生、忠地会長、井口の３名で出席しました。分科会では、「家庭教育
とＰＴＡ」のグループに参加、子供の「自立」のため、親と子の信頼関係、サポート
は欠かせないものの、適度な距離が必要であり、私たち大人にできることは何かにつ
いて議論しました。他校との交流も深められ、大変有意義な２日間となりました。

　残暑の中、 3年生保護者対象に進路を
中心とした学年 PTA が開催されました。
当日は 100 名を超える保護者が参加、16
年春の入試結果をふまえた分析、今後の
日程に沿って、AO 入試・推薦入試につ
いての留意点について説明がありました。
　【AO 入試】通常よりも入試期間が長
期間にわたり大学側との複数のやりとりが
必要【公募推薦】人気大学では定員が
少なく狭き門　【指定校推薦】校内での
選考があり人気校では狭き門。さらに、「ど
の制度を用いても本人の実力以上の大

 今年度も 33 地区中 27 地
区（実施率 84%）において、
地区 PTA が開催されまし
た。各地区ごとに個性を出
して、地区特有の問題や、
生徒の情報交換などが行わ
れました。
　以下は聖南・筑北地区
PTA の参加報告です。

　10 月 28 日、筑北村坂北総合福祉センターにて聖南・筑北地区 PTA 懇談会が開催されました。
　当日は雨が降り寒い中を、永原校長先生をはじめ地区担当の先生方にも出席していただきました。
聖南・筑北地区は少人数のため、保護者同士がほとんど顔見知りなので和やかな雰囲気の中、懇談
会が進んでいきました。
　先生方より学校生活の様子などをお聞きしたあと、保護者側より質問が出されました。主な話題
は進路についてでしたが、先生方には熱心に答えていただき予定時刻を越えるほどの有意義な時間
になりました。その他にも部活やスマホの使用について話題が上がりました。
　私は今回初めて参加しましたが、先生方と直接お話する機会がもてたこと、学年、クラスの枠を
とって親同士が子供に関わる身近な問題を話し合うことができて良かったです。
　今後も地区 PTA 懇談会を行っていただきたいと感じました。

学に進学できることは稀」「必ず合格でき
るわけではなく一般入試に切り替えなくて
はならなくなる場合を考えると学力の伸び
を期待できる時期に面接や論文などの対
策に時間をとられるのは一種の足かせとも
言える」といったリスクも説明さました。
　次に国公立大学入試の日程について、
9 月中にはセンター出願のために動き始め
ること、各大学への出願の時期などにつ
いての確認がありました。
　中には周囲の雰囲気に振り回されがち
な生徒や苦手科目を切り捨てようとする生

徒など浮き足立っている様子も見られる
が、やるべきことは「できないことをで
きるようにしていくことだけ」だ、という
ことで、勉強のやり方をコロコロ変えずに
1ヶ月は続けてみる　模試のやり直しや 2
次試験の過去の問題を解くなど「王道を
着実に歩むこと」が力説されました。「親
までが振り回されることなく子供の伸び
る力を信じてください」との言葉に背を
押され気持ちも新たに帰路についた保護
者も多かったと思います。

3学年PTA／地区PTA

北信越高等学校PTA連合研究大会
副会長　井口 寿彦

7/8・9

 3学年ＰＴＡ

8月～11月　地区PTA

9/10
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　このように、高校生活の中で誰
もが勉強・部活などで悩んだり、
思い通りにいかない事はあります。
　しかし、自分の事だけに固執せ
ず周囲の仲間と協力して励ましあ
い、前向きな気持ちで動き進むこ
とが大切だと思います。そしてで
きるだけ多くの経験の中から、生
きる原動力を自分なりに見つけだ
していく事が大事ではないかと感
じた鑑賞会でした。　

　東京のビルメンテナンス会社を舞台に社長紘子、ベテラン、
シングルマザー、青年の社員がそれぞれの思いを持ちながら
仕事をしている。そこへ詐欺を目的とする営業によって怪し
い商品を勧められた。その怪しい営業をしていた遥がこの会
社で働くことになった。紘子は高校生だった娘を失っており、
遥と自分の娘を重ね合わせ、スタッフとして教育する。当初、
仕事を甘く考えていた遥は様々な困難に立ち向かうスタッフ
たちの姿を見て今までの自分を見直し前向きにに仕事を始め
ていく。
　「あなたを信じる」と言われ会社の留守番を任された遥。
いつの間にか職場の仲間を信頼し、清掃の仕事にも誇りを持
つようになり、生き生きと働き、自分の存在意義を見い出した。

　芸術鑑賞は保護者も参加
可能です。毎年、演劇、音
楽など様々なジャンルの「芸
術」が中信地区の高校で開
催されています。今年度は
10 月4日、まつもと市民芸術
館において劇団銅鑼による
“ チャージ ” の芸術鑑賞会が
行われました。
　この作品の中で“チャージ”
とは、「生きること、働くこと
の原動力」を意味しています。
さてそのストーリーとは…

働くこと，生きること.　3年F組　浅田 百華

　大学受験を目前にしている私たちにとって、受験の先に待ち構え
ているであろう悩みや葛藤、そして社会で働くことの意義を等身大
で観ることができた。その中で考えたことがいくつかある。　
　一つは職種である。舞台は清掃会社であった。大きなビルで忙
しく働く人たちのために掃除をする。表に出て目立つ仕事でないた
め、人に大きな声で言えないような職業ではないかという偏見の目
があった。しかし、この物語の中に出てきた人達の、清掃員にしか
味わえない達成感と誇りを強く持って働いている姿に心を動かされ
た。その中でも特に、「自分で満足しないで、誰が満足してくれる
の。」というセリフが印象的だった。例えば街の中で、誰も見ていな
いところで、知らない人が捨てたゴミを拾い上げる時、少しではあ
るが正義感のようなものを感じる。これがいわゆる自己満足というも
のだろう。だが、他者に気付いてほしいとか評価されたいといった
感情があるわけではない。しかし、自分が社会のために貢献したと

いう認識は、自分の生きていく上での糧
となり、自信に繋がる。結局は自分に還
元されていくものなのではないかと思う。
人が何と言おうと自分の職に誇りをもって
働くことのできる人は、一人の人間として
高い次元で生きている気がして、格好い
いと思った。自分のやりたい事を仕事に
するのが理想かもしれないが、それをや
りたくてやっているものに変えていくのも、

社会で生きる上でのコツだと感じた。
　もう一つは、人間の成長である。主人
公の遥は、清掃会社という新たな世界
に飛び込んだことで、そこにいる人の考
え方や働き方を近くで見ながら変化して
いった。初めは素直に周囲の声を聞けずにいたが、自分とは違う目
を持つ人 と々接したことで大切なことに気がついたという例に刺激
を受けた。自分と重ねてみても、周囲の友達はそれぞれ違う特徴
や感性を持っていて、話をすると私だけが持つ閉塞的な考えをい
い意味で打破してくれる。それで新しいものの見方や考え方ができ
たという経験がたくさんある。これから大学へ.進学すれば、今まで
生きてきた境遇が全く違う人や自分と違う価値観の人など様 な々人
がいるだろう。そのような人たちの考え方と自分の考えを融合させる
と、また新たな感覚が生まれて刺激的だと思う。これからの生活に
期待が膨らんだ。
　そして最後に、親に感謝したいと思った。親が与えてくれた空間
でしか子供は自由に生きられないといった場面があったが、私はそ
うは思わなかった。苦労して子どものために必死で働いてくれた親
に、絶対に親孝行したいと強く思った。大学へ出させてもらうなら、
それなりの自覚と覚悟をもって将来のビジョンをしっかり見つけてい
かなくてはいけないと、受験を前にして痛感した。
　社会に出て、自分を持ちつつ柔軟に、たくさんの人と素直に関
わっていきたいと思う。 （2016年度芸術鑑賞感想文集より）

芸術鑑賞

芸術鑑賞10/4



06  KENRYO 

合唱コンクール

♬ 2016　合唱コン9/ 6

 例年にもない残暑が続く中、毎年恒例の合唱コンクールが
開催されました。どのクラスも一丸となり、練習の成果を発
揮し、洗練されたハーモニーを聞かせてくれました。

【受賞クラス】
最優秀賞 3F　はじまり
金賞 3G　蒼鷺
金賞 3D　一詩人の最後の歌
銀賞 3H　Hail Holy Queen
銀賞 2G　あの空へ～青のジャンプ～
銀賞 3E　二十億光年の孤独
銅賞 3A　群青
銅賞 3B　「海鳥の詩」より エトピリカ
銅賞 1H　あなたへ −旅立ちに寄せるメッセージ−
指揮者賞 3G　中村眞子
伴奏者賞 3B　三輪玲子

【受賞者コメント】

⃝最優秀賞
3F　塩原 卓矢さん

　普段クラス全体で何かをするということことのない中で、
最優秀賞を取れたのは、皆が時間を割きクラス一丸となっ
て練習できたからです。みなで勝ち取った最優秀賞だと思
います。

⃝金賞
3G　倉本 茉弥さん

　新井先生が参加してくださったためかなり気合が入りまし
た。指揮者が早くからクラスをまとめてくれた事が金賞に繋
がったと思います。胸毛を震わす蒼鷺が皆さんの目に浮かん
だことでしょう。

⃝金賞
3D　小林 梨津子さん

　「今年こそは賞をとる」ことを目標に、他のクラスより早
い段階より練習してきました。誰もが真剣に取り組んでくれ
ました。この金賞は 3D、所先生の絆の証。みんなに感謝 !!

運営委員長の挨拶から
始まりました！
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クール ♬

⃝指揮者賞コメント
3G　中村 眞子さん

　憧れだった指揮者賞を受賞することが
でき、本当に嬉しいです。中学生の時か
ら指揮者を続けていましたが、今回の合
唱が一番きれいな仕上がりでとても楽し
く指揮することができました。ありがと
うございました。

⃝伴奏者賞コメント
3B　三輪 玲子さん

　伴奏の魅力は歌との駆け引きだと思い
ます。歌の支えとなるだけでなく、一緒
に一つの音楽をつくるというのは独奏に
はない楽しさです。高校最後のクラス合
唱の伴奏者という大役と賞をいただき誇
りに思います。

ジャーナ先生
ジャマイカ出身
きれいな歌声で
アメイジンググレイス，
ふるさとを披露!!

ヨナ・シュー君
AFS交換留学生として
9月から1年H組に在籍。
英語は上手ですが，
生粋の「オーストリア人」です!!

アトラクション
才能のある縣陵生が
いっぱいいます。

息の合った連弾を披露。

佐藤先生
華麗なバク転が
決まりました

さすが合唱部
素晴らしい歌声
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さくら死す！

戦場からこんにちは～渡部陽一さん来校

8/23

10/6

新聞部記事より

新聞部は2年 7名、1年 4名（部長 : 関沢真由さん、編集長 : 遠藤彬さん）で
週 1回の編集会議、月刊で生徒の身近な出来ごとを伝えています。その中か
ら猫のさくらの訃報と話題の人物、渡部陽一さんの講演の報道を抜粋します。

　8 月 2 日、今まで県ヶ丘高校のアイ
ドルとして愛されていたさくらが亡く
なりました。さくらの世話をしていた
生物部部員、中沢瑠我さん（2C）と大
月亜梨美さん（2D）に話を訊きまし
た。生物部ではさくらに餌をやるなど
の面倒を見ていましたが、猫特有の気
まぐれさに振り回されることもあった
そうです。さくらは以前よりガンに侵
されており、獣医の診断では余命 2 ヶ
月と宣告されていました。生物部では
放課後さくらを捕まえてカゴに入れ、

「ネコの会」へ連れていき世話をして
もらっていました。県ヶ丘には他にも

の子供たちが日本の子供たちにとても興
味を持っていることを話され、「カメラマ
ンは日本と世界の子供をつなぐ架け橋に
なれる」と力説されました。自身の高校
時代や独自の英語勉強法、ファッション
についても面白く語り、会場は笑いに包
まれていました。最後に「今は忙しいだ
ろうが、時間と余裕ができたら、ぜひ外

国に飛び出してほしい。海外での経験
はきっと力になる。」と語り、「君たちの
世界での活躍と再会を楽しみにしていま
す。もしも海外で会った時には声をかけ
てください。カフェで世界情勢を語り合
いましょう」との言葉を残し、拍手に包
まれて退場しました。

　10 月 6 日、全校人権学習が行われま
した。戦場カメラマンの渡部陽一さんが
講師として来校。会場には約 100 人もの
保護者も訪れました。渡部さんは「どう
して戦場カメラマンという仕事に就いた
のか」を第 1 部、「世界の戦場で出会っ
た子供たちについて」を第 2 部として話
をしました。20 歳のとき「ピグミー族」
に会うためアフリカ中央部のジャングル
に向かったこと、そこで銃を持って戦う
子供たちから「助けてください」と言わ
れたが助けられなかったことを話し、「子
供のために自分ができることを考え、世
界の子供の声を皆に届けられる、戦場カ
メラマンになることを決めた」のだそう
です。戦争の悲惨さやそれに巻き込まれ
た子供たちの話を、写真を使いながら話
されました。また、教育の大切さ、世界

数匹の猫がいますが、サクラほど長く、
またみんなから愛された猫はいませ
ん。さくらが廊下を闊歩したり、授業
中に教室に入ってきて生徒の膝に乗っ
たり、その自由気ままな生活に癒さ
れた生徒は本当に多いことでしょう。
 （縣陵新聞に加筆しました）
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こんにちは県議会です

PTA研修旅行「中央大学多摩キャンパス」

11/11

11/12

ようこそ県議会・PTA 研修旅行

　県議会議員の 14 名が本校を訪れ、「こんにちは県議会
です」が開催されました。本校生徒 30 名と共に 5 グルー
プに分かれ、長野県の抱える課題などいくつかのテーマ
について生徒と議員の皆さんがディスカッションをする
という形式で実施されました。どのグループも発言が途
切れないほど盛り上がり、終了後には「もっと話したかっ
た」と語る生徒もいました。

　生徒、保護者および先生方合わせて
46 名が参加して PTA 研修旅行が開催
されました。
　車内では校長先生の挨拶、進路指導
の石田先生の中央大学の特色や入試傾
向に関するお話があり、参加者の自己
紹介を行いました。小高い丘の上の中
央大学に到着し、まだ木々の緑が残る
景色とその後ろにそびえ立つ校舎に圧
倒されながら全員で記念写真を撮り
ました。多摩キャンパスは東京ドーム
11 個分にあたるそうです！ OB には
各界で活躍されている方も多く、法曹
界では大渕愛子弁護士、スポーツ界で

は巨人の澤村投手、阿部慎之介選手、
男子バレーボールの石川祐希選手。話
題沸騰の映画「君の名は。」の新海誠
監督も中央大学 OB だそうです。
▶中央大学のシンボル的な建物として
「炎の搭」があります。国家試験受
験に向けて取り組む学生に最高の学
修環境を整えた施設で、選抜に合格
した学生のみが学べる特別な学修室
だそうです。

▶学食も大変充実しており、1 階から
4 階まですべてが食堂という立派な
建物でした。

　午後には県陵卒業生 8 名を迎えての
懇談会がありました。
保護者や生徒の質問に
答えたり、大学生活の
様子や高校時代の学習
のアドバイス等をして
いただきました。

〈高校時代の勉強、受
験に関して〉
⃝英単語を覚えるのに
大変苦労した。英単語
は意識して覚えた方が

良い。（重要です！）
⃝県陵は課題が多いが、自分に合った
サイクルで予復習をきちんとやること
が大切。

〈大学生活に関して〉
⃝学校の周りは緑が多く遊べる環境で
はないので勉強に集中できる。
⃝自炊に苦労しているが多くの学生が
アルバイトをしている。
⃝司法書士、国際公務員を目指して頑
張っています、という声もありました。
　卒業生の皆さんは大変ハキハキした
口調で話してくださり、目標を持って
充実した大学生活を送っている様子が
伝わってきました。また、大学を選ぶ
際も偏差値だけに頼るのではなく、そ
の大学ではどんなことを学べるのかを
見極めることも大切、という言葉も心
に残りました。
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歩くだけでも息切
れしそうな過酷な
行程です。まさに
強靭な精神力が養
われる鍛錬の道の
りです。
　参加者数 800 余
名、 記 録 を 目 指
してひたすら走る
生徒、リュックを
背負い仲間と共に
語りながら歩く生
徒、景色を楽しみ

ながら写真を撮ったり、軽食を取りな
がら歩みを進める生徒の姿もありまし
た。途中、脚の痛みのために休憩する
姿もあり、スタートからゴールまでの
思いは一人ひとりそれぞれ違ったもの
があったと思いますが、ゴールした後
の疲労感と共に、何にも代え難い達成
感が得られたのではないでしょうか。

沿道で生徒を見守る役員・ボランティ
アの父兄に挨拶をしながら走りすぎ
ていった生徒達に、なんともいえない
清々しさを感じ、最後まであきらめず
頑張る姿を見る事が出来た貴重な一日
でした。
　今回の強歩大会では、PTA の総務委
員を中心にボランティアの保護者を合
わせて、約 80 名が生徒の安全を見守り
ました。全行程の見守りポイントでは
安全確保や声掛けをし、給水対応をし
て一人ひとりを応援しました。またゴー
ルでは、用意された梨やリンゴ、飲み
物が手渡しました。
　こうして無事に大会を終えることが
出来たのは、先生方はじめ役員、たく
さんのボランティアの方の支えがあっ
てこその事だと改めて実感すると共に、
今後もこの伝統ある行事が、多くの保
護者の方に見守られ支えられてゆくこ
とを願います。

　秋の気配も色濃くなり空気も冷たく
さえ、清々しく晴れ渡った空のもと、第
61 回強歩大会が行われました。
　スタート前の校長先生のお話による
と、強歩大会の由来は縣陵の三大精神
の具現化にある、とのことです。強歩
大会が始まった初期のころは、全行程
60km にも及んだそうです。それは険し
い道のりだったに違いありません。現
在では男子 32.9km、女子 28.0km です
が、その頃に比べて距離は短縮されて
も、行程中盤には牛伏寺・崖の湯方面
を経由する激しいアップダウンもあり、

強歩大会

強歩大会10/14

男子１位 女子１位

丸山 龍二さん
（1 年 C 組　サッカー部）　
2 時間 27 分 33 秒　　

 坂がきつかったですが、あきら
らめずに最後まで走れたので、
良かったです。

総務委員長より
　強歩大会をサポートする事が出来て、とて
も有り難かったです。素晴らしい保護者の方
がたくさんいるので、来年の強歩大会もきっ
と成功するでしょう。

小山 ゆきさん（三連覇 !!）
（3 年 C 組　陸上部）
2 時間 11 分 58 秒

3 年間楽しく走る事が出来て
良かったです。

男子
2位 清水　優斗さん （2時間 28分 53秒） 2年 I 組 サッカー部
3位 加賀崎　渓さん （2時間 29分 45秒） 2年G組 サッカー部

女子
2位 青木　弥佳さん （2時間 19分 58秒） 2年 E組 陸上部
2位 川上　直美さん （2時間 19分 58秒） 2年 I 組 陸上部
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強歩大会

ゴール
学校に到着しました。

「お帰りなさい。
お疲れ様。」
季節のフルーツと、
飲み物で出迎えます。

中山霊園分かれ道
歩行者信号の見守りをします。

ローソン白瀬淵
スタンプチェックポイ
ントです。
お腹すいた〜
お母さんのおにぎりで
ひと休み。

中山小学校南信号
朱美で〜す。 縣陵生の
応援は今年で３年目よ。
坂もきつくなってきたわ。
みんな、あきらめちゃ
ダメょ〜
ダメダメ〜ぇ！
フレーフレー！

松本カントリー付近
標高は 900m になります。チリ〜ン、
チリ〜ン熊よけの鈴を持ち急な坂道を
登ったり下ったり、一番キツイところ。
ファイト！
ここを登りきれば折り返し地点です。

古屋敷バス停
最初の給水ポイントです。
のど乾いた〜
お水おいしぃ〜

長い長いコースを、多くの PTA ボラン
ティアの皆さんが支えて下さいました。
皆さんのご活躍を中心にご覧ください。

学校から時計回りに進んで行きます。

コース紹介
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活躍する縣陵生

活躍する縣陵生
美 術 部 卓 球 部

ダ ン ス 部

選挙推進協会会長賞受賞
杉本萌恵さん （3D）
松本市明るい選挙啓発ポスターコンクール高校の部

で最優秀賞、波多腰万由子さん（3A）、優秀賞・県審査
2等、百瀬小夏さん（3C）、優秀賞・県審査3等、杉本萌
恵さん （3D）と上位を独占しました。そのうち、杉本萌恵
さんは明るい選挙推進協会会長・都道府県選挙管理
委員会連合会会長賞を受賞。明るい選挙推進カレン
ダーに採用されました。

北信越大会出場
男子団体D
卓球男子団体は県大会3位となり、12月16日から18日まで高岡市竹平

記念体育館（富山県）で開催された第44回北信越高等学校選抜卓球大
会に出場しました。惜しくも予選敗退となりましたが、団体メンバー全員が力
を合わせて戦いました。

写真左より、吉澤直樹君（2D）、井ノ口雅幸君（1B）、武田侑也君（2H）、
溝口諒哉君（2B）、巣山凛君（2F）、百瀬雄哉君（2B）、小林峻雅君

（2A）、原賢生君（2H）、太田智也君（2B）

2016年10月22日土曜日、大町市文化会館で行われた第12回
長野県高等学校ダンスフェスティバル。私たち県陵ダンス部にとっ
て1年間の活動の中で最も気合いの入る大会です。昨年度の大
会成績は第3位でした。優勝まであと一歩というとても悔しい結果で
した。先輩たちの悔し涙を無駄にしたくないという想いを胸に、曲決

め、話し合い、振り付け、など納得できるまで取り組み
ました。意見が合わなかったり、振りが揃わなかったり
と悩むことや投げ出したくなることもあり、本番を前に
焦りと不安で押しつぶされそうな毎日でしたが、「優勝
したい」という想いや互いの信頼感も共有され、不安
が大丈夫だという確信に変わりました。

そして迎えた当日。5連覇中の松本蟻ヶ崎高校を
はじめ24校が集まった会場には緊張した空気が張
り詰めていました。私達が今できる全てを込めた8分
間のステージ。演技中のみんなの笑顔、今までで一
番揃っていた足音、お客さんの顔、拍手、どれも忘れ
ることのできない瞬間でした。結果は優勝。一番最
後に名前が呼ばれたときは全員で泣いて喜びまし
た。先輩、先生、保護者、友達、たくさんの人の応援
と支えがあったからです。

本当にありがとうございました。そしてこれからも進化
し続けるダンス部にご期待ください。

（ダンス部部長　相澤 華）

ダンスフェスティバル優勝！！
忘れられない8分間
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活躍する縣陵生

生 徒 会

サッカー部

県新人戦３位
目標の実現に向けて

新人戦は選手全員が不安を抱えて臨みました。このメンバーで勝
てるのか、チームとして団結して戦えるのか。しかし、大会ではチーム
のために走り、体を張り、声をかけ、そして試合に出場できない部員は
チームのサポートをするという、当たり前のことを忠実に実践すること
ができました。勝ち進んでいく中でチームに一体感が生まれ、チーム
戦術が浸透し組織力で勝負することができました。それが県大会3位
という結果に結びつきました。

サッカー部は公式戦（U18長野県リーグ1部、インターハイ、選手
権大会）を戦います。真剣勝負の公式戦を勝ち抜き目標を実現させ
るために、一人ひとりの意識を高め、チームとして力をつけていきま
す。応援よろしくお願いします。 

（サッカー部主将　2年B組 井上 宙）

【サッカー部　新人戦3位の歩み】
〈1回戦〉 県ケ丘　4-1　長野
〈2回戦〉 県ケ丘　2-1　上田
〈準々決勝〉 県ケ丘　0-0　市立長野（延長0-0、PK5-4）
〈準決勝〉 県ケ丘　0-3　都市大塩尻
〈3位決定戦〉 県ケ丘　1-1　上田西（PK6-5）

中信地区高校生徒会交流会 県ヶ丘高校生徒会が呼びかけを行い、本校を含む6校の生徒会
長が運営スタッフとなり、中信地区高校生徒会交流会が発足しまし
た。昨年3月に続き、11月19日にMウィングで美須 ヶ々丘高校や松
本第一、深志、梓川、明科、遠くは白馬や蘇南など中信地区18校、
総勢73名の生徒会役員が集まりました。携帯端末の利用状況や
ルール策定についての研究発表、「生徒会の常時活動に一般生徒
を巻き込んで活発化するには?」や「“できたらいいな”、各校の特色あ
る文化祭の企画は?」など六つのテーマに分かれて、意見交換を行
いました。

参加者からは、「日頃、他校との接点が少ないので良い交流の場
ができた。他校の取り組みを参考にしたい。」、「各校で多彩な活動が
あり、良い経験になった。生かしたい。」、「各校の特色ある活動や思
いつかないアイデアを聞けた。学校に持ち帰って検討したい。」など
大変好評でした。

編 集 記雑
⃝委員長になった時は不安でいっぱいでした

が、委員の皆さんや池上先生の明るい雰
囲気と多大なるご協力に感謝しています。
編集会議楽しかったです !!（3B 金子）

⃝もしもタイムマシンがあったら…私も縣陵で
学びたい !と心から思いました。親子で駆
け抜けた 3 年間「お疲れ !!」（3E 坂口） 

⃝広報委員会として学校に来るのがたのし
みでした。PTA 総会、書道ガールズと合
唱コンクールを取材しました。合唱コンクー
ル取材班のチームワークはピカイチでした !!

（3E 中村） 

⃝広報委員になった事で、学校に来て子供
の行事をたくさん見ることができました。 

（3B 山崎） 
⃝皆さんのお手伝いが満足に出来ず申し訳あ

りません。皆様のフォローありがとうございま
した。（2C 山本）

⃝広報委員のお仕事に携われて貴重な体験
ができました。 （2E 小平） 

⃝一番心に残ったのは合唱コンクールの取
材でした。写真を撮ったり、インタビュー
をしたり、いい会報ができて良かったです。

（2F 塚原） 
⃝ひそかに取材した学校行事では子供たちの
「素」の様子が見られましたし、委員の
方 と々の校正作業は思いのほか楽しかった

です。 （2H 深澤）
⃝広報活動を通して学校行事に関われ普段

の子供達の様子を垣間見ることができまし
た。（1C 丸屋） 

⃝広報委員として行事を取材しましたが、縣
陵生は常に礼儀正しく、多くの子どもさんか
ら元気をいただきました。 （1F 矢澤）

⃝広報委員をやらせて頂いて学校行事等に
関わる事ができました。 （1G 宮下） 

⃝充実した学校生活を送ることができる縣陵
生はとても幸せですね。ずーっと応援した
いです。（1H 田中）

⃝今回の「目玉」は卒業生のクラス写真。
金森写真館から提供を受けました。みんな
いい表情です。（担当池上博）
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世界に羽ばたく卒業生！

世界に羽ばたく

組

組

組

組
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卒業生！

組

組

組

組



松本県ヶ丘高等学校PTA会報 131号
発行日●2017年2月27日　発行●松本県ヶ丘高校PTA　編集●広報委員会　印刷●川越印刷株式会社
写真提供●有限会社金森写真館　http://www.nagano-c.ed.jp/agata

活躍する縣陵生

第2回PDA高校生即興型英語ディベート全国大会優勝
第2回PDA世界交流大会出場

「地方創生・政策アイデアコンテスト」地方創生担当大臣賞受賞!
「昆虫食」をサプリに

インターナショナル部

インターナショナル部は通年、英語ディ
ベートに取り組んでいます。高文連主催
の第24回長野県高校生英語ディベート
大会では、出場3チームがすべて出場30
チームのBest 8に入り準々決勝に進みま
したが、すべて敗退。3チームが同率5位
となりました。4年連続全国大会出場を逃
し部員一同悔しい思いをしました。

内田佑香さん、横山瑠奈さん（1G）
全国700件の応募から最終審査10件に残った二人のアイデアは

「イナゴや蚕といった『昆虫』をサプリメントに加工して運動選手に販売
する」というもの。この奇抜なアイデアで審査員を圧倒。満票で高校生
部門の最優秀賞にあたる地方創生担当大臣賞を受賞しました。内田さ
んは「たくさんの人の協力で受賞できてうれしい」。横山さんは「『ソウル
フード』である昆虫食をさらに
広められるように、政策案を
深めたい」と決意を新たにし
ています。地域の人口動態
などビッグデータを分析する
活動の成果として応募され
たもので、1学年全体で取り
組みました。

県大会終了後、与えられた論題に対し
て15分の準備で15分間のディベートを行
う即興型ディベートに取り組みました。

12月24日、25日、大阪府立大学なかも
ずキャンパスで開催された第2回PDA高
校生即興型英語ディベート全国大会にお
いて、Aチーム（瀬戸桃子さん（2I）、瀬古
啓輔君（1H）、ヨナ・シュー君（1H））は予
選を3勝1敗、7位（参加64チーム中）で通
過、洗足学園（神奈川）、浅野（神奈川）、
市立浦和（埼玉）という全国強豪校を圧
倒的な強さで破り見事優勝しました。

1月20日から22日まで、大阪府ホテル
日航関西空港で開催された第2回国際交
流会では7カ国（タイ、韓国、インドネシア、
ニュ-ジーランド、モロッコ、イタリア、フィンラ

ンド）10チームと日本代表6チームで戦い
ました。あがたチームはインドネシア、モロッ
コを撃破、事実上の決勝戦となったタイ戦
に惜敗。2勝1敗でSpeakers’ points順で
7位となりました。留学生ヨナ君が参加者
中2位となるベストディベーターに選ばれま
した。また、日本代表として文化を紹介する
Culture賞を受賞しました。


