平成 26 年度
訪問日・訪問先

高校生の教育長等表敬訪問一覧

平成 27 年３月 20 日現在

訪問者

大会・成績

屋代高等学校附属中学校・屋代高等学校
生徒：青木祐人・安達悠真（中３）
保科陽大・若林和哉・小澤悠介
（高３）
校 長：塩野 英雄

2013年度「知の甲子園」準優勝・８位入賞

４月 30 日（水）

副校長：北沢 芳洋

教育長表敬

教 諭：新谷 逸也

仮想市場において参加学生が経営者とな
り、仮想商品販売における経営成果を競う。
会社経営を通じて、意思決定には「結果」と
「責任」が伴うことを体験から学び、広い視
野にもとづく情報分析力・意思決定力・他人
対する寛容性・コスト意識など、社会生活に
不可欠な基本的資質を育むことを目的とす
る。中学生は１年次の「社会」の授業の中で、
高校生は１年次の「現代社会」の授業の中で、
プログラムを全員が体験している。

５月 19 日（月） 屋代高等学校
生 徒：若林和哉・市ノ瀬弘祐・
教育長表敬
堀口恵莉菜・坂口美乃里
校 長：塩野 英雄

第１回データビジネス創造コンテスト
最優秀賞

教 諭：横澤 克彦
臼田高等学校
５月 28 日（水） グリーンライフ科 農業クラブ
生 徒：佐藤蓮・木内天斗
教育長表敬
校 長：本多 健一
教 諭：伊藤 卓也

第16回日本水大賞

農林水産大臣賞

長野商業高等学校
生徒：チアリーディング部生徒
（戸谷奈津希（部長）他 10 名）
校長：大野 整
顧問：勝野 麻理子
６月５日（木）
松本 祐子
県庁講堂で
演技披露
教育長表敬

全日本チアリーディング＆ダンス全国選手
権大会
Show Cheer 部門 高校編成－アドバンス
優勝

部員数は年々増加すると同時に、経験者が
入部するようになり、また高校卒業後もチア
リーディングを続けることが多くなるなど、
活動が盛んになってきている。今回出場した
チアリーディング部門は、これまでより出場
校の多い中での第１位獲得であり、今後さら
に活動を充実させていきたいと心を引き締め
ているところ。

佐久長聖高等学校
生徒：硬式野球部選手
７月 30 日（水）
（濱竜太郎(主将)他２名）
副知事表敬
校
長：小林 浩
事務局長：佐々木 義明
県議会議長表敬
部
長：小林 直人
教育長表敬
監
督：藤原 弘介

第96回全国高等学校野球選手権大会
長野県代表として出場（２年ぶり６回目）

デパートサミットマーケティング塾生
長野商業高等学校
３年 田崎 育美（生徒実行委員長）
３年 滝澤 悠圭 (生徒実行委員)
３年 風間 望 (生徒実行委員)
飯田 OIDE 長姫高等学校（单信代表）
３年 園原 貴幸
８月８日（金）
上田千曲高等学校（東信代表）
教育長表敬
３年 齋藤 悠真
穂高商業高等学校（中信代表）
３年 西牧 杏歌
松代高等学校（北信代表）
３年 柳原 仁美
デパートサミット実行委員長
大野 整（長野商業高等学校長）
他デパートサミット実行委員会担当５名

「第２回 デパートゆにっと」に向けて実施
してきた「マーケティング塾」の成果の報告

上田西高等学校
生徒：軟式野球部
（中野 裕嗣(主将)他８名）
校長：桜井 達雄
８月 19 日（火）
教育長表敬

部長：宮坂 正議
監督：矢澤 龍一

長野西高等学校
生徒：バトン班の生徒
（班長 酒井 千鶴他 12 名）
校長：上原 睦德
顧問：小林 範子
８月 26 日（火）
教育長表敬

第59回全国高等学校軟式野球選手権大会
北信越代表として出場（３年ぶり３回目）

全国高等学校ダンスドリル選手権 2014 大会
ミリタリー部門１位（４年連続）
メジャーレット部門１位
団体総合準優勝

バトン班という名前ではあるが、バトンに限らずダンスドリルの様々なカテゴリーに
挑戦している。特にダンスドリルの原点ともいわれるミリタリー部門は、長野西高校が
最も力を入れている分野。補欠を作らず全員が選手であるため、お互いを また自分を
大切にすること・愛をもって互いに接すること、を班のモットーとしている。

諏訪清陵高等学校
生徒：SSH コース３年
吉江凛平・布施能登・牛山恭輔
校長：石城 正志
顧問：伊藤 広昭

スーパーサイエンスハイスクール生徒研究
発表会
独立行政法人科学技術振興機構理事長賞
全国のスーパーサイエンスハイスクール指定
校（203 校）が 1 校 1 研究ずつポスター発表

８月 27 日（水）
教育長表敬

を行い、その中で優れた研究を行った学校が表彰
を受けました。
諏訪清陵高等学校は、平成 20～23、25、26
年度指定校（130 校）の中から４校に授与され
る、独立行政法人科学技術振興機構理事長賞を受
賞しました。
＜研究テーマ＞
「セリウムによるＢＺ反応の振動の復活」

長野県高等学校体育連盟理事長
野口 剛彦
松本第一高校 柔道部
９月 11 日（木）
教育長表敬

平成26年度全国高等学校総合体育大会
柔道競技大会 男子個人73㎏級優勝

生徒：３年 鳥羽 潤
理事長：萩原 清
校 長：山﨑 猛
顧 問：津金 武寿

飯田ＯＩＤＥ長姫高等学校
生徒：全日制原動機部の生徒
９月 12 日（金）
教育長表敬

（平野 直也（部長）他 13 名）

ＥＮＥ―1 GP SUZUKA KV―40 チャレンジ全
国大会
車体重量制限「有り」クラス

校長：山口 智之

総合優勝（全エントリー車両内の順位）

顧問：北澤 勉

高校部門優勝（昨年度に続き３年連続）

福澤 智之

車体重量制限「無し」クラス

國松 秋穂

総合優勝（全エントリー車両内の順位）
高校部門優勝（昨年度に続き２年連続）

梓川高等学校
生徒：放送部の生徒
（荒倉 翔太（部長）他５名）
10 月９日（木）
校長：藤井 昭一
顧問：伊藤 光宏
教育長表敬

大塚ショートフィルムフェスティバル 2014
中高生部門グランプリ
梓川高校の生徒が通学に利用する上高地線
を取りあげた作品。一番身近な公共交通機関を
題材に現状や課題をふまえ将来を考える 8 分
間のドキュメント。全国から 19 作品のエント
リーがあり、最高賞のグランプリを獲得した。

白馬高等学校
生徒：２年 平林 安里
校長：北村 桂一
顧問：秋山 兼範
11 月 21 日（金）
教育長表敬

2014 年
マウンテンバイクアジア選手権大会
優勝

屋代高等学校附属中学校
生 徒：１年 荒井 千尋
３年 倉田 唯衣
校 長：塩野 英雄
副校長：北沢 芳洋
11 月 27 日（木）

教 諭：山辺 和徳

教育長表敬

第54回国際理解・国際協力のための全国中学
生作文コンテスト
公益社団法人
日本ユネスコ協会連盟会長賞（荒井千尋）
佳作 （倉田唯衣）
荒井さんは「もしも私が国連事務総長なら国連
で何をすべきか」をテーマに平和には教育が必要
だとして世界中に姉妹学校を設ける『フレンズプ
ロジェクト』を提案し、特賞を受賞した。また、
倉田さんも同じテーマで紛争解決のための『地球
家族を守る父としての国連の役割』を述べ佳作を
受賞した。

全日本鳥フォトコンテストＪＢＦ２０１４
諏訪清陵高等学校
生 徒：生物部３年 可西 宏樹
校 長：石城 正志

環境部門グランプリ（環境大臣賞）
「全日本鳥フォトコンテスト JBF2014」に
は「生態・行動部門」と「環境部門」の２部門
がある。「環境部門」では、「四季折々のさまざ
まな風景の中にいる鳥たちの姿、生息環境の異
変や変化の中で生きる鳥たちを写した、問題提
起の意味も込めた写真」を募集。応募作品 254

12 月 12 日（金）
教育長表敬

点から河西さんの作品がグランプリ（環境大臣
賞）に選ばれた。
河西さんの作品は、今年度長野県学生科学賞
優良賞を受賞した生物部による研究「カラスは
なぜ上諏訪駅をねぐらとするのか」の調査のた
め、今年２月中旬の大雪の中、諏訪市上諏訪駅
をねぐらとして集まったカラスの集団を撮影し
たものである。

岡谷工業高等学校

第 94 回全国高等学校ラグビーフットボール

生徒：ラグビー部の生徒
12 月 12 日（金）
県知事表敬

大会

（熊谷 広夢（キャプテン）他 15 名）
校 長：小池 良彦
監 督：白鳥 憲之
コーチ：勝野 大

東京都市大学塩尻高等学校

長野県代表として出場（3 年連続 27 回目）

第 93 回全国高校サッカー選手権大会

生徒：サッカー部の生徒

長野県代表として出場（3 年ぶり 3 回目）

（山元健志（キャプテン）他 4 名） 第 67 回
女子バレーボール部の生徒
12 月 16 日（火）
県知事表敬

（高相みな実(キャプテン)他 4 名）
校 長：赤羽 利文
監 督：高橋 裕之（サッカー部）
岡田 隆安（女子バレー部）
部 長：中島 俊弥（サッカー部）
小林 昭憲（女子バレー部）

明科高等学校

全日本バレーボール高等学校選手権
長野県代表として出場（4 年連続 4 回目）

平成 26 年度社会貢献青少年表彰

生徒：生徒会の生徒

内閣府特命担当大臣表彰

３年 小松 春道・鈴木雄登
12 月 16 日（火）
教育長表敬

２年 熊井 悠
校長：原 良通
顧問：江原 一幸

地域活性化を目指して行政と地域を中心としてつくられた「町
づくり会議（明科いいまちつくろう会）」に、設立時から参加し
ており、よりよいまちづくりのために、高校生の持つ視点や若さ
で、アイデアを出したり、実践したりするなど、地域に大きく貢
献していることが評価された。

松本工業高等学校
１月 22 日（木）
教育長表敬

生徒：電子工業科３年 安田 詞音
校長：森本 克則

第９回若年者ものづくり競技大会
電子回路組立て部門 第１位（厚生労働大
臣賞）

顧問：三澤 実

飯田 OIDE 長姫高等学校
２月５日（木）
教育長表敬

生徒：電気機械科３年 小池 魁舟
校長：山口 智之

ジャパンマイコンカーラリー２０１５大会
Advanced Class 全国優勝

顧問：高田 直人

第 87 回選抜高等学校野球大会
松商学園高等学校
２月 12 日（木）
県知事表敬
県議会議長表敬

北信越代表として出場

生徒：硬式野球部

（24 年ぶり 16 回目）

（酒井 俊樹（主将）他４名）
理事長：藤原 一二
校 長：百瀬 康雄
部 長：山口 泰志
監 督：足立 修

２月 19 日（木）
教育長表敬

須坂園芸高等学校
生 徒：造園科緑地計画コースの５名
校 長：小椋 勇人
担当教諭：塩島 淳志

第 41 回全国造園デザインコンクール
文部科学大臣賞

飯山高等学校
生徒：スキー部５名
（クロスカントリー男女）
校長：渡辺 藤夫
顧問：スキー部総監督 河野安雄
クロスカントリー監督 高橋幸一郎
３月５日（木）
教育長表敬

須坂高等学校
３月 18 日（水）
教育長表敬

生

徒：２年 福島風子

校

長：鈴木 詩郎

担当教諭：阿部 憲文

第 64 回全国高等学校スキー大会（平成 26
年度インターハイ）
女子 総合優勝
男子 総合第５位入賞
個人成績
リレー１位
渡邉祐佳、唐木永乃、小林千佳
フリー１位 小林千佳
第 27 回全国高等学校選抜スキー大会
クラシカル１位
小林比呂
スプリント２位
清水和成

JICA 国際協力中学生・高校生エッセイコン
テスト 外務大臣奨励賞（最優秀賞）

