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2020 

第 39 回 TSB 杯長野県高等学校新人放送コンテスト 

（兼 第 21 回 長野県高文連放送専門部 県フェスティバル） 

 

 

大会実施要項 

 

 
 

 

 

  

 11 月 21日（土）開会式  

          審査 ビデオメッセージ(VM)部門・オーディオピクチャー(AP)部門 

             テレビフリー(TVF）部門・CM部門 

 11 月 22日（日）審査 アナウンス部門・朗読部門 

          閉会式  

  会 場 長野市勤労者女性会館しなのき 大会ホームページ 

                                          https://nkoukouhousou.wixsite.com/nkhousou 

  主 催 長野県高等学校文化連盟放送専門部（兼主管）  

  共 催 (株)テレビ信州 長野県高等学校視聴覚教育研究会  

  後 援 長野県教育委員会  
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放送コンテストにおける感染症対策について 
 
１．コンテスト出場者および引率者、役員は、必ずマスクを着用してください。 
 

２．コンテスト出場者および引率者、役員は、大会前14日間の行動履歴を 別 紙「第39回長野県高校新人放送コンテスト 行動記録簿」

に記録し、各自１１月末日まで保管して下さい。感染症法に基づき、新型コロナウイルス感染者には、保健所から積極的疫学調査協

力が求められます。その際、感染経路確認のために濃厚接触者把握と発症日以前14日間の詳しい行動歴が問われます。 

お手数ではありますがご協力をお願いします。また、併せて、会場指定の用紙に参加者の氏名、住所、電話番号を学校ごとに記入

し、事前にご提出ください。 

 

３．コンテスト出場者および引率者は、コンテスト当日の朝、各自で検温し、別 紙「健康チェックカード」に必要事項を記入し、 

大会受付に提出してください。当日の体温が37.5度以上の方、咳、たん、のどの痛み、味覚・嗅覚障害、倦怠感がある方のご来場は

ご遠慮願います。また、受付にて、１人１人に対し検温を実施します。 

 

４．会場設置の手指消毒用のアルコール又は消毒液で、入場の際に手指消毒を徹底してください。 

 

５．今回のコンテストにつきましては、外部の方および保護者等の観覧はお控えください。 

 

６．コンテスト出場者・大会見学者(生徒)は、顧問を通じて「同意書（形式は自由）」を本部に提出してください。 

 

７．ステージ上での発表時以外は、会場（客席内）でマスクを着用してください。発表者は、登壇後、発表前にマスクを外し、発表終了

後マスクをして客席にもどってください。 

 

８．発表終了後、マイクと演台の消毒を行います。次の発表者は、作業終了まで控席で待機していてく ださい。 

 

９．会場内では、密にならないように留意してください。昼食は、ロビー等を使用し、間隔を十分に開け、対面にならない 

(飛沫が飛ばない)ように心掛けてください。 

 

１０．気分が悪くなったり、体調に異変を感じたりした場合は、速やかに役員もしくは引率責任者に連絡してください。 

 
１１．各自でゴミの持ち帰りにご協力ください。 

 

１２．１時間に１回、５分程度の換気を行います。 

 

１３．ホール内の座席を学校ごとに事前に指定しますので、できる限り１席以上空け、座席の移動を控えてください。 

 

１４．ホール内はキャップ付きの飲料の持ち込みが可能であるため、各自で適宜水分補給を行ってください。 

 

１５．テレビ信州の方々と参加者が接触しないよう、来場、退館の時間をずらすとともに、 
審査室を別に用意し、映像を審査室へ送ります。ご協力、ご配慮いただきますようお願いします。 

 

１６．２日目は発声練習場所を２か所（視聴覚室・音楽室）に分けます。密を避けるよう、分散して発声練習をしてください。 
   ※上記２か所以外の場所での発声練習は控えてください。１日目は発声練習場所がありません。 

 

１７．食事（昼食）場所の分散を心がけてください。 
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生 徒 日 程 表 

 11月 21日（土）TVF部門、VM部門、AP部門、CM部門  公開審査 
9：00～9：10 TSB入館（ご配慮ください） 

9：50～10：10 受付（ホワイエ） 

10：30～11：00 開会行事（２Fホール）（＊開会行事の際、座席の最前列を空けてください） 

11：10～12：45 テレビフリー(TVF)部門 

12：45～13：40 昼食 ホワイエ 視聴覚室など 

13：40～14：40 ビデオメッセージ（ＶＭ）部門 

15：00～15：40 オーディオピクチャー（ＡＰ）部門 

16：00～16：30 CM部門 

16：30～ 片付け 

 11月 22日（日）アナウンス部門、朗読部門 公開審査 
9：00～9：10 TSB入館（ご配慮ください） 

9:30～9:40 受付（ホワイエ） 

9:50～10:00 諸連絡、審査員紹介 

10:10～11:50 朗読部門  

11:50～13:00 昼食 ホワイエなど （審査会場準備） 

13:00～14:40 アナウンス部門 

14:40～15:30 閉会行事開始まで休憩 

15:30～16:00 閉会行事（２Fホール） 

16:15～ 上部大会手続き（第２会議室）        17:00までに退館してください 

  

諸 注 意  
 １．一般のホールをお借りしての運営となりますので、下記の点について十分注意してください。  

(1) ２日目の発声練習は、視聴覚室または音楽室で行ってください。 

それ以外の場所では発声練習など、音の出る行為はしないで下さい。建物の外も発声練習は禁止とします。  

(2) 他の会議室等は他団体が会議等で使用しています。廊下は静かにし、ホール・視聴覚室・音楽室以外の部屋への立ち入りはしないでください。 

ホワイエ等で置き引きの被害があるそうですのでご注意下ください。  

(3) 自転車は建物北側（建物側）の通路に建物に寄せて駐輪して車が通れる余裕を残してください。  

(4) ホール内での食事は一切禁止です。ホワイエ、視聴覚室・音楽室で昼食をしてください。（視聴覚室・音楽室は２日目のみ使用可能）  

   （ゴミ等はすべて持ち帰りを厳守願います。）  

(5) 会場に、駐車場はありません。  

1.長野市役所の駐車場を利用するか、民間の有料駐車場を利用してください。  

2.会場前の道路は、駐車違反摘発の強化地域ですので、くれぐれもご注意ください。  

 ２．大会運営に関して  

(1) 全日程を良識ある行動で過ごしてください。場合によっては退出をお願いする場合があります  

(2) 進行は時間通りにならない場合もあるので、余裕をもった行動をお願いします。  

３． 審査中について  

(1)番組部門（VM・AP）に参加する学校は、作品上映発表に先立って、会場のマイクで、作品の制作意図を 30秒（200字）  

程度で代表１名が発表してください。（審査対象とはしません） 

(2)番組部門においては、別紙案内の Google Formアンケートから、各作品の感想を送って下さい。  

(3)審査中の会場出入りは遠慮ください。やむを得ない出入りは発表間に静かに出入りして下さい。  

(1) 審査会場では特に静粛を保ってください。携帯電話等の電源は切っておいてください。  

   建物内のコンセントは使用禁止とします。  

(2) 審査中の写真撮影は禁止とします。通路には三脚等は立てないでください。  

   また、開会・閉会行事中の、特に舞台での写真撮影は禁止します。（係による代表撮影を行います）  

    ＜アナウンス・朗読部門＞  

(1) １０人ずつ前方所定の座席で待機し、進行係の先生の指示に従ってください。  

(2) 机に入退席するときに礼はしないでください。進行係の先生は特に合図を送らないので準備ができたらアナウンス  

       （朗読）を始めてください。  

(3) 机上には、録音のためのマイク器具類は一切置かないでください。また、機器のＯＮ、ＯＦＦは発表の途中で行わないでください。  

 ４．全国総文祭・北信越大会出場者、出場校の学校代表者は、全日程終了後残って指示を受けてください。  
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役 員 日 程 表  （敬称略） 
 11月 21日（土）TVF部門、VM部門、AP部門、CM部門  公開審査 

08:30～00:00 機材搬入・会場準備（長野生徒） ［2F ホール］ 

08:45～00:00  役員顧問集合 挨拶・簡単な打ち合わせ 会場準備（長野生徒） 

受付準備（蟻ヶ崎生徒） 

［2Fホワイエ］ 

9:00 ~ 9:10 TSB入館（ご配慮ください） 視聴覚室へ 

09:30～00:00 審査打ち合わせ会議（進行：落合） ［3F応接室］ 

09:50～10:10 受付 蟻ヶ崎生徒４名、担当 蟻ヶ崎 山岸 ［2F ホワイエ］ 

10:30～11:00 

開会行事  司会 松本深志 林 

１．挨拶   高文連 宮崎 潤 高文連放送専門部会長・赤穂高等学校長  

２．審査員紹介 放送専門部 事務局長 長野 田中  

３．諸注意 松本深志 林 

［2F ホール］ 

11:10～12:45 
審査(一般公開) テレビフリー(TVF)部門  

(進行:守屋 技術:田子、田畑） 

[2F  ホール]  

13:00～13:40 昼食 審査会  統括（ 落合 ）   ［第 2会議室］  

13:40～14:40 

審査(一般公開)ビデオメッセージ(VM)部門  

       (進行：守屋 技術:田子、田畑）  

審査終了後審査会 統括（ 落合 ）［第 2会議室］ 

 [2F  ホール] 

15:00～15:40 審査（一般公開）オーディオピクチャー(AP)部門 

       （進行：守屋 技術：田子、田畑） 

       審査終了後審査会 統括（ 落合 ）［第 2会議室］ 

［2F ホール］  

16:00~16:30 審査（一般公開）CM部門 

（進行：守屋 技術：田子、田畑） 

       審査終了後審査会 統括（ 落合 ）［第 2会議室］ 

［2F ホール］ 

16:30～ 翌日の準備 係職員・生徒 ［2F ホール］ 

   

 

11月 22 日（日）朗読部門、アナウンス部門 公開審査 

9:00~9:10 TSB入館（ご配慮ください） 第 3会議室へ 

09:30～9:50 審査打ち合わせ会議（進行 椿 ） ［3F第 2会議室］ 

09:30～9:40 受付 蟻ヶ崎生徒４名、担当 蟻ヶ崎 山岸 ［2Fホワイエ］ 

9:50～10:00 審査員紹介 事務局長 長野 田中  諸注意 松本深志 林 ［2Fホール］ 

10:10～11:55 審査(一般公開) 朗読部門 （進行：曽根原 技術：田子、田畑） ［2Fホール］ 

11:55～13:00 
昼食 審査会  統括（ 椿 ）   ［3F第 2会議室］  

（12:10より顧問会 昼食をとりながら） ［3F第 1会議室］ 

13:00~14:40 審査（一般公開）アナウンス部門 （進行：曽根原 技術：田子、田畑） ［2F ホール］ 

14:40～15:30 審査会  統括（ 椿 ）  ［3F第 2会議室］  

15:30～16:00 

閉会行事 司会 松本深志 林 

１． 審査結果発表 事務局長 長野 田中  

２． 表彰（TSB賞のみ）  

賞状授与・最優秀賞カップ授与 

高文連 宮崎 潤 高文連放送専門部会長・赤穂高等学校長 

           介助（田中 下川）  

３．挨拶 高文連 宮崎 潤 高文連放送専門部会長・赤穂高等学校長 

４．諸連絡 事務局長 長野 田中 

［2Fホール］ 

16:15～17:00 会場片づけ 長野高校 上部大会手続き 長野 田中 ［3F第 2会議室］ 

17:00 機材運搬・完全退館 ［地下駐車場］ 
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審査員・役員一覧表  （順不同・敬称略） 

 審査委員長  長野県高等学校文化連盟放送専門部会長   宮崎 潤（赤穂高校学校長）  

 副審査委員長 長野県高等学校文化連盟放送専門部理事長   林 直哉（松本深志）  

 事務局  林 直哉   田中 一彦   椿 宏尚   浅川 和也   脇淵 良太 

 11月 21日（土） 

テレビフリー(TVF)部門、ビデオメッセージ(VM)部門、オーディオピクチャー(AP)部門、CM部門 
  たかぎ しんいちろう  

高木 真一郎（テレビ信州 報道制作局制作部専任部長）＊TVF部門のみ           落合 康隆（上田染谷丘）【統括】 

 まつざわ りょう                                                大味 聡（長野吉田） 

 松澤 亮（テレビ信州 報道制作局報道部副部長）＊VM部門のみ               椿 宏尚（松本工業） 

 ほさか かずひで                                                淺川 和也（エクセラン） 

 保坂 和秀（テレビ信州 報道制作局報道部部次長）＊AP部門のみ             生田 和徳（Studio Ikuta） 
 きのした かおり 

 木下 歌織（テレビ信州 アナウンス室 兼 コンテンツビジネス部）＊CM部門のみ 

 11月 22日（日） 

朗読部門、アナウンス部門 
いとう ようじ  

 伊東 陽司（テレビ信州 報道制作局次長 兼 アナウンス室長) *アナウンス部門のみ         椿 宏尚（松本工業）【統括】 

  いとう しゅういち                                          下川 俊介（飯山） 

伊東 秀一 （テレビ信州 解説委員 兼 アナウンス室）*朗読のみ             浅川 和也（エクセラン） 

                                            小林 愛美（岡谷南） 

                                            生田 和徳（Studio Ikuta） 

                                            佐藤 美智子（フリーアナウンサー） 

係名 
氏名（所属） 

主な任務 備考 
21日（土） 22日（日） 

総務 
宮崎 潤 (赤穂)     田中 一彦(長野)  

林 直哉 (松本深志)   脇淵 良太(松商学園) 

大会運営統括 

審査結果発表 

全国大会手続・会計 

(株)テレビ信州エンタープライズ 

大室 仁 

進行 守屋 道明（蟻ケ崎） 曽根原 洋一(大町岳陽) 司会・時間管理 
 

審査統括 落合 康隆（上田染谷丘） 椿 宏尚（松工) 審査会のとりまとめ 
 

台本審査 林 直哉(松本深志) 大味 聡（長野吉田） 著作権処理台本様式 

チェック 

著作権関係は大会後再度チェック 

計測  

守屋 道明(蟻ヶ崎)  

小林 稜弥（上田西） 

飯島 聡子（長野西） 

・時間計測  

・読み部門は台本との

整合性チェック 

・テレビは、カウンターでチェック  

・タイムオーバーは審査会  

 までに、審査統括と集計係に報告 

技術 
テレビ信州 田子 博章（たご ひろあき）＊映像 

      田畑 孝幸（たばた たかゆき）＊音声 
技術全般 ・エクセラン生徒（カメラ） 

集計賞状 

押野 佳明（美須々） 

奥原 勲（美須々） 

押野 佳明（美須々） 

奥原 勲（美須々） 

甲田 泰広（上田） 

得点集計賞状印刷 

・集計結果を直ちに審査会へ報告  

・審査講評を整理・返却 

受付 山岸 靖幸（蟻ケ崎） 山岸 靖幸（蟻ケ崎） 
受付・提出物の整理 

審査票の返却 

１日目はバックアップメディアを技術へ、

台本を審査統括と台本審査係へ  

２日目は、受付のみ 

会場 

１日目 ホール  田中 一彦（長野） 

    ホワイエ 山岸 靖幸（蟻ケ崎） 

２日目 ホール  田中 一彦(長野) 

    視聴覚室 林 直哉（松本深志） 

    音楽室  林 直哉（松本深志） 

    ホワイエ 山岸 靖幸（蟻ケ崎）  

会場設営・片付け会場

清掃状況確認  

ゴミ等ないよう徹底お

願いします。 

各生徒 

記録 ○熊谷 典明(松本蟻ヶ崎) 林 直哉(松本深志) 記録写真撮影 
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 事前準備関係  

 【生徒補助員一覧】               【部屋割】  

 

受付補助 蟻ヶ崎 

技術補助 エクセラン 

会場設営 長野 
 

 

公開審査会場 ホール（2階） 

発声練習会場 視聴覚室・音楽室 

大会運営本部（集計室） 第１会議室（３階） 

＊21日 amのみ第３会議室（３階） 

審査会 第２会議室（３階） 

＊21日 amのみ応接室（３階） 

顧問会（22日のみ） 第２会議室（３階） 

上部大会手続き（22日のみ） 第２会議室（３階） 
 

 【準備物関係】                       【運営事務関係】  
 

看板・掲示物（吊看） ＴSＢ 賞状用紙 ＴSＢ 

審査用紙・点数集計表 押野 白布 ＴSＢ 

運営要項 脇淵 賞状用お盆 ＴSＢ 

生徒用パンフレット 脇淵   
 

 

パソコン(USBケーブル) 押野 奥原 甲田 

賞状プリンター 林 

プリンター 田中 

プリンター用紙 (A4、A3、B4） 脇淵 

事務用品（印章含む） 田中 
 

1.機材リスト  
番号 品  名 数量 用意担当 

1 審査用プロジェクター 2 長野１ 美須々１ 

2 モニター 1 松商学園（２日目 TSB審査室用） 

3 MULTI FORMAT VIDEO SWITCHER Roland V-50HD 2 松本深志 

4 ノートパソコン 2 エクセラン１ 松商１ 

5 ビデオカメラ一式(NX-5) 2 松本深志（含む 三脚・電源・ケーブル） 

6 スピーカー一式 1 松商学園（Yamaha） 

7 事務局機材一式（含む電源タップ） ALL 松商学園 

8 マイクロフォン 3 TSB 

9 マイクスタンド 3 TSB 卓上フレキシブル＋立ちマイク 

10 マイクケーブル 3 TSB マイク↔ステージ下手パネル 10m×2 

11 ステレオ RCA‒XLR 2 エクセラン 

12 電源ドラム 6 松商学園 

2.今年度エントリー数一覧             【参考】過去の大会参加数（回数は県大会の回数） 

 

 

 

 

 

 

 

回数 AP TVF VM CM アナウンス朗読 合計 参加校数
第38回 8 7 10 9 43 33 110 15
第37回 7 8 12 8 44 39 118 15
第36回 8 7 14 18 57 50 154 16
第35回 9 9 14 15 68 40 155 17
第34回 6 10 14 15 42 53 140 14
第33回 7 6 12 46 49 120 13
第32回 6 9 8 37 43 103 13
第31回 6 7 12 32 53 110 15
第30回 6 5 9 37 40 97 17
第29回 5 5 5 37 42 94 12
第28回 6 7 12 23 46 94 16
第27回 6 4 13 30 30 83 14
第26回 6 5 11 28 39 89 17
第25回 5 6 11 34 36 92 16
第24回 4 5 12 37 43 101 15
第23回 6 6 10 23 38 83 17
第22回 4 7 10 30 44 95 19
第21回 4 7 11 29 54 105 23
第20回 3 5 14 23 35 80 17
第19回 4 5 12 25 39 85 15
第18回 5 3 8 25 30 71 12
第17回 4 7 14 30 25 80 15
第16回 6 8 11 33 47 105 21
第15回 6 8 7 43 45 109 17
第14回 7 3 14 42 44 110 19
第13回 10 中止 14 48 49 121 18
第12回 7 9 10 67 63 156 20
第11回 4 7 9 50 45 115 19
第10回 7 9 68 57 141 21
第9回 3 7 51 46 107 21
第8回 53 45 98 20

学校名 AP TVF VM CM アナウンス朗読 合計
長野 1 1 2 4 8
長野吉田 2 2 4 8
上田 4 2 6
松本蟻ヶ崎 1 1 1 3 6 4 16
上田西 1 1 2
岡谷南 1 1 1 6 4 13
長野西 1 3 2 6
松本美須々ヶ丘 1 1 1 3
上田染谷丘 1 1 2 1 5
松商学園 1 1 2 1 1 6
松本深志 1 1 1 3
エクセラン 1 1 3 2 3 10
屋代 1 1
大町岳陽 1 1 3 1 6
総計 6 6 10 9 33 29 93
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3.配線図 
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【番組部門】 
 
TVF部門                      VM部門 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AP部門                       CM部門 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【朗読部門】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番号 学校名 作品名

1 大町岳陽 結

2 松商学園 Feel ～風化されゆく伝統～

3 松本美須々ヶ丘 山山

4 長野 自分に還る

5 松本深志 「今を知り 今に答え 今を伝える」

6 岡谷南 新まいまい

7 松本蟻ヶ崎 卒業式のかたち

8 エクセラン 命の使い方

9 松商学園 響け～努力と希望のハーモニー～

番号 学校名 作品名

1 松本蟻ヶ崎 過ぎる

2 長野 change

3 上田染谷丘 コトバ

4 松商学園 カレイドスコープ

5 岡谷南 私たちの人生

6 長野西 ノーマル

番号 学校名 作品名

1 大町岳陽 積のる思い　ふくらむ夢

2 松商学園 未来のために出来ること

3 エクセラン ケーナと共に歩み続け～半生をかけた音色～

4 岡谷南 小口太郎が見た夢

5 松本蟻ヶ崎 令和２年度ぎんが祭

6 松本深志 「ゼミ」

番号 学校名 作品名

1 エクセラン 育つ青春

2 松本蟻ヶ崎 蟻高１

3 長野吉田 吉田ｃｍ1年生

4 松本蟻ヶ崎 蟻高２

5 屋代 ロンリネス

6 上田染谷丘 染谷でSDGｓ

7 エクセラン 新しい自分

8 長野吉田 文武両道

9 エクセラン 開華

10 松本蟻ヶ崎 蟻高３

番号 学校名 氏名 ふりがな 学年 性別 タイトル 作者

1 松本蟻ヶ崎 加地　駿斗 かじ　はやと 1年 男 松本城、起つ 六冬　和生

2 岡谷南 小林　港 こばやし　みなと 1年 男 生きるぼくら 原田マハ

3 長野 内山　詩菜 うちやま　しな 1年 女 始まりの木 夏川草介

4 長野吉田 森　有稀 もり　ゆうき 1年 女 秒速5センチメートル 新海誠

5 エクセラン 岡田　大輝 おかだ　だいき 1年 男 がんばらない 鎌田實

6 長野県上田 鈴木　祥子 すずき　しょうこ 2年 女 旅路 藤原　てい

7 長野西 藤森　紗月 ふじもり　さつき 1年 女 天気の子 新海　誠

8 長野吉田 伊藤　陽光 いとう　あきみつ 1年 男 始まりの木 夏川草介

9 松本蟻ヶ崎 山田　理史 やまだ　りひと 2年 男 赤蜻蛉 井出　孫六

10 長野 高森　一樹 たかもり　いつき 1年 男 大造じいさんとガン 椋鳩十

11 岡谷南 阿部　朱里 あべ　あかり 1年 女 レッドデータガール３　夏休みの過ごし方 荻原規子

12 大町岳陽 瀬戸　美羽 せと　みはね 2年 女 ファミリー　ツリー 小川　糸

13 エクセラン 小松　紗依 こまつ　さえ 1年 女 白線流し 信本敬子

14 松本美須々ヶ丘 北澤　真衣 きたざわ　まい 2年 女 准教授・高槻彰良の推察 澤村御影

15 上田西 中澤　凛菜 なかざわ　りんな 1年 女 夜明け前（第1部　上） 島崎藤村

16 松本深志 川上　陽菜乃 かわかみ　ひなの 2年 女 火星の話 小嶋陽太郎

17 松商学園 早川　里沙 はやかわ　りさ 2年 女 風立ちぬ 堀辰雄

18 上田染谷丘 小西　真維 こにし　まい 1年 女 放課後ひとり同盟 小嶋　陽太郎

19 長野 畠口　真緒 はたぐち　まお 1年 女 ぼくが探偵だった夏 内田康夫

20 松本蟻ヶ崎 柳谷　桂樹 やなぎや　けいじゅ 2年 男 停れる時の合間に 佐々木　基一

21 岡谷南 小平　くるみ こだいら　くるみ 2年 女 はるか遠く、彼方の君へ 安澄加奈

22 長野吉田 西山　真優 にしやま　まひろ 2年 女 ソウルメイト 馳星周

23 長野県上田 塩沢　文萌 しおざわ　あやも 2年 女 秒速５センチメートル 新海　誠

24 長野西 早川　莉央 はやかわ　りお 2年 女 言の葉の庭 新海　誠

25 エクセラン 有賀　うてな あるが　うてな 2年 女 阿弥陀堂だより 南木佳士

26 長野 光島　伊吹 みつしま　いぶき 2年 女 生きるぼくら 原田マハ

27 長野吉田 茂澄　美萌咲 もずみ　みもざ 2年 女 僕とじょうぎとぐるぐると 小嶋陽太郎

28 松本蟻ヶ崎 花岡　朋哉 はなおか　ともや 2年 男 本を守ろうとする猫の話 夏川　草介

29 岡谷南 滝上　裕史 たきがみ　ひろふみ 2年 男 生きるぼくら 原田マハ
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【アナウンス部門】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番号 学校名 氏名 ふりがな 学年 性別 タイトル

1 岡谷南 木原　宏文 きはら　ひろふみ 1年 男 名車・旧車フェスティバルについて

2 松本蟻ヶ崎 宮島　寿明 みやじま　としあき 1年 男 藤原先生について

3 長野県上田 甘利　陽向 あまり　ひなた 1年 男 豆ｃａｆｅ　Ｅｎｊｙｕについて

4 長野西 藤牧　和湖 ふじまき　わこ 1年 女 長野西の文化祭の裏方について

5 大町岳陽 荒井　智春 あらい　ちはる 1年 女 前川　浩一さんについて

6 松本蟻ヶ崎 丸山　真生 まるやま　しんせい 1年 男 書道パフォーマンスについて

7 岡谷南 両角　隆寿 もろずみ　たかとし 1年 男 出早紅葉祭りについて

8 エクセラン 深澤　曖菜 ふかさわ　あいな 1年 女 塩尻市の林業女子について

9 上田染谷丘 荻原　百香 おぎはら　ももか 1年 女 長和町の星くそ峠について

10 長野吉田 北村　 莉子 きたむら　りこ 1年 女 自粛期間の取組

11 長野 中島　智咲 なかじま　ちさき 2年 女 てんしのけーきについて

12 長野県上田 成澤　蒼一郎 なるさわ　そういちろう 1年 男 海野宿　懐かしの玩具展示館について

13 岡谷南 日達　真衣 ひたち　まい 2年 女 原中ワインについて

14 松本蟻ヶ崎 金井　朔夜 かない　さくや 1年 男 コロナ禍のダンパについて

15 上田西 宮坂　乃愛 みやさか　のあ 1年 女 長野県の食文化について

16 長野西 藤牧　知湖 ふじまき　ちこ 1年 女 長野西の文化祭のライトアップについて

17 松本美須々ヶ丘 水谷　遥香 みずたに　はるか 2年 女 絵かき中谷歩美さんについて

18 大町岳陽 宇留賀　蓮華 うるが　れんか 1年 女 安曇野ハーフマラソンについて

19 松商学園 木下内　真桜 きげうち　まお 1年 女 残りわずかな博物館の命

20 松本蟻ヶ崎 小林　虹穂 こばやし　にじほ 1年 女 山田先生について

21 岡谷南 池田　太陽 いけだ　たいよう 1年 男 らくらくお出かけマップについて

22 長野県上田 宮嶌　莉々菜 みやじま　りりな 2年 女 信州うえだ地域ソフトクリームスタンプラリーについて

23 上田染谷丘 鎗田　柊佳 やりた　しゅうか 2年 女 軽井沢少年少女合唱団について

24 エクセラン 細沢　凛太 ほそざわ　りんた 1年 男 93歳のギタリストについて

25 長野吉田 髙橋　諒多 たかはし　りょうた 2年 男 詩吟の練習とコロナについて

26 長野 塚田　百香 つかだ　ももか 2年 女 せんべい堂について

27 岡谷南 五味　輝 ごみ　あきら 2年 男 早川隼平君について

28 松本蟻ヶ崎 成瀬　優大 なるせ　ゆうだい 2年 男 平林大悟さんについて

29 長野西 渡邊　心美 わたなべ　ここみ 1年 女 地元のパン屋について

30 大町岳陽 横川　裕香 よこかわ　ゆうか 1年 女 上川　遼さんについて

31 長野県上田 早川　真由 はやかわ　まゆ 2年 女 見守り隊の古川由美さんについて

32 岡谷南 小池　克哉 こいけ　かつや 2年 男 豊島屋スピリッツについて

33 松本蟻ヶ崎 一志　さくら いっし　さくら 2年 女 蟻高演劇部について
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ビデオメッセージ(VM)部門 制作意図 

 
VM1 大町岳陽 結 

長野県大町市美麻地区。ここに前川浩一さんという人がいます。前川さ
んは２９年前に美麻に移住してきました。今では子供達に美麻の良さを
伝えるボランティアをするなど、さまざまな町づくり運動をしていま
す。移住者の前川さんがなぜ美麻を良くする活動をしているのか。前川
さんの美麻への愛や本気の活動を伝えるためにこの番組を制作しまし
た。 

 

VM2 松商学園 Feel ～風化されゆく伝統～ 

私たちは、地域に昔から根付いている歴史や伝統を調べてみました。数
ある中でも地域のお祭りと古くからある農業用水路に着目しました。し
かし、その水路は地域の人たちにはあまり知られていないようです。そ
こで魅力のある水路をどうやって伝えればいいのか考え、ある作戦を立
てました。作戦を実行していく中で、先人の思いを引き継ぎ、地域の伝
統を守っていきたいと思ったので、水路の魅力が少しでも伝わることを
願いこの番組を制作しました。 
 

VM3 松本美須々ヶ丘 山山 

 多くのお客さんから親しまれる山山食堂という食堂があります。 

 このお店の店主、高橋さんはお客さんに提供するお水は湧き水を使う
など、ちょっとしたこだわりを持っている人です。そんな高橋さんが山
山食堂にかける思いについて聞きました。 
 

VM4 長野 自分に還る 

長野市東和田に信州親子塾があります。学校にいけない子が生きづらさ
抱えている子の支援をしています。立ち上げたのは元々教員だった三人
ですが、学校の教育環境に違和感をもち、自分らしくいられる場所をつ
くるために信州親子塾を立ち上げました。新親子塾のプレオープンから
通っている一木さんは、中学の時から学校生活に苦しみ福祉や病院にも
頼っていました。そんな時に出会った信州親子塾で自分とは何か、自分
らしさを見つけていきました。学校にいけないこと、周りの環境を意識
して苦しんできた一木さんでしたが、ある時プラレールの依頼も来るよ
うになりました。どうして「イベントに参加したい」といえたのかにつ
いて一木さんは、「自分の中で不安もあったけど、どれくらいできるか
挑戦したかった。」と語ります。一木さんが自分らしさを見つけたのは
自分に還ることの手助けをしてくれた信州親子塾の存在でした。最後に
一木さんは、今悩んでる子たちに対して「周りに合わせなくていい。自
分らしくでいい。」と語ります。 

 

VM5 松本深志 矢野 晶 
今を聞き 今に答え 今を伝える 

松本深志高校の体験入学は少し変わっている。 

中学生に高校の様子を伝えるのは、先生方ではなく、在校生。 

以前は授業体験が行われていたが、昨年から在校生が高校生活の様子を
紹介したり、中学生の質問に答える企画が行われるようになった。 

しかし、「体験入学の目的は、中学生に高校のことを知ってもらうこと
だけではない」と、昨年体験入学を担当した都築さんは語る。 

この番組では、そんな体験入学を引き継いだ今年の担当者の想いを追っ
た。 
 

VM6 岡谷南 新まいまい 

私、まいまいこと日達真衣は第３回しんまい動画コンクールに参加する
ことにしました。２年生になり、初めて自分が主体となって、新聞の魅
力を伝える１３秒の CM動画を作ろうとスタートしました。短いし簡単
かなぁと思った CM制作ですが、ところがどっこい全然進みません！こ
のコンクールへ応募することになった経緯と、制作をする中で多くの壁
を乗り越えて成長をしていく私の姿を、どうぞご覧ください。 

 

VM7 長野県松本蟻ヶ崎 卒業式のかたち 

令和元年度の松本蟻ヶ崎高等学校の卒業式は、新型コロナウイルスの影
響でいままでどおりの形で行えなくなりました。しかし、生徒会はこの
ことをマイナスにとらえず、新たな方法を検討します。卒業生を送る会
で歌う予定だった、全校生徒による「群青」の合唱をビデオにとって、
卒業式で流しました。 
今までとは違った、手作り卒業式のかたちを伝えようと思い、この作品
を作りました。 

 
VM8 エクセラン 命の使い方 

戦後 75年の今年、戦争経験者の高齢化によって、直接的に戦争を語り
継ぐことが難しくなっています。まさに戦争が記憶から歴史に移り変わ

ろうとしている今「戦争を語り継ぐ」ということについてももう一度考
えなければならないと感じました。 

そんな時、県内の 30代を中心に結成された団体が、「流れる雲よ」と
いう特攻隊員をモデルにしたミュージカルを松本に呼び込もうとしてい
ることを知ました。この団体をとおして、生きる意味を考えてもらうた
めにこの番組を作りました。 
 

VM9 松商学園 響け ～努力と希望のハーモニー～ 

 あなたは今、人生を楽しんでいますか？また、楽しいと感じるのはど
んな時ですか？人生は困難なことも数多くあり、決して楽な道のりが続
くわけではありません。そんな困難な状況にぶつかったときでも、決し
て楽しむことを忘れず、諦めないという強い気持ちを持ち、信じ続ける
ことへの大切さを伝えたいと思い、この作品を作りました。 

 

 
オーディオピクチャー(AP)部門 制作意図 

 
AP1 大町岳陽 積のる思い ふくらむ夢 

今年七月、池田町にワイナリーがオープンしました。経営しているのは
ワインブドウを育てている、横山弘樹さんです。お父さんの一本の電話
から始まったワインぶどう作り。何故、ワイナリーを作りたいと思った

のか、横山さんのこれからの夢は何か。横山さんのぶどう作りに対する
思いを伝えるためにこの番組を制作しました。 

 

AP2 松商学園 未来へ出来ること 

長野県松原市にある時計台は、現在全国各地で進んでいる過疎化問題に
対し、３０年前に壊れてしまった時計台を修復してそれをシンボルにし
てぜひ若い人たちが地元にもどってきたり、この地に移住して来てほし

いという思いを持ちながら活動している姿，現在過疎地域で起こってい
る現状や現地の人の奮闘している姿などをこのドキュメントを通して伝
えたいと思って制作しました。 

 

AP3 エクセラン ケーナと共に歩み続け～半生をかけた音色～ 

30年想い続けたものが形になる。それは半生をかけた挑戦であり、また
この世に存在しないものを作る新たな挑戦でもありました。この番組で

私たちは高校生に向けて、「挑戦を恐れないこと」を伝えたいと思いこ
の番組を制作しました。 

 

AP4 岡谷南 小口太郎が見た夢 

岡谷市では、夕方になると街の防災無線から曲が流れます。流れる曲は
季節ごとに変わります。その中に「琵琶湖周航の歌」という曲がありま
す。この曲は、約１００年前に岡谷市出身の小口太郎が作詞しました。

小口さんは２６歳という若さで亡くなってしまいましたが、諏訪湖畔に
小口さんの銅像や曲の歌碑などが残り、今でも岡谷市に愛されていま
す。なぜこんなに愛されているのでしょうか。その理由に迫ります。 

 

AP5 長野県松本蟻ヶ崎 令和 2年度ぎんが祭 

 令和 2年度の長野県松本蟻ヶ崎高校のぎんが祭は、新型コロナウイル

スの影響で規模が縮小され、一般公開も中止になりました。例年、体育
館で行われていたホームルーム発表は、各クラスが動画をつくり、教室
にリモートで配信とすることになりました。これは成功を収め、コロナ

禍をマイナスではなくプラスにすることが出来ました。 

この新しい形の文化祭の姿を伝えるために、この番組を制作しました。 

 

AP6 松本深志 ゼミ 

松本深志高校で今年度から始まった信大連携ゼミ。 

信州大学から先生が来て、自分の興味関心ごとについて講義を受けてい

る。この講義を受けて、高校生は大学の先生の力を借りながら「問いの
ない答え」に挑む。このゼミはどのような思いで始まったのか、 

5回中 2回の講義を終えた今、高校生たちは何を感じているのか。 

この番組では、そんな信大連携ゼミについてのそれぞれの思いを追っ

た。     
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アナウンス部門 原稿 

 
A1 岡谷南高校 木原 宏文 

 旧車・名車フェスティバルについて 
 全国からロマンが集結です。 

9月 6日「第 27回、旧車・名車フェスティバル 2020」が開催されまし
た。会場の諏訪ガラスの里駐車場に、年式や車種、生産国を問わず、県
内外からおよそ 60台が並びました。 

スカイラインや nsx、スープラといった日本車から、フェラーリ f430や
ロータス エリーゼなど、車好きにはたまらない名車です。 

参加者は自慢の愛車を囲み、話に花を咲かせます。 

実はこのイベント、会場の確保が難しく、2018年から中止されていまし
た。しかし関係者の情熱によって、コロナ禍の今年でも、再び開催でき
たのです。 

愛車のビートルで参加した小倉彰浩さんは、 

「こんな状況でもイベントを開いてくれた事に感謝したい。 

久しぶりに沢山の人と楽しめた。」と笑顔を見せます。 

人を集める機会を作るのが難しい状況が続いています。 

フェスティバルは、ロマンだけではなく、訪れた人の心の支えになりま
した。 
 
A2 松本蟻ヶ崎 宮島 寿明 

藤原先生について 
 「アナログとデジタルの良さを生かした授業を行いたい」と話す先生
がいます。今年３月に、臼田中学校から松本蟻ヶ崎高等学校に来た地歴
公民科の藤原一史先生です。 

 先生の現代社会の授業では、自ら作った動画で予習をし、生徒がプリ
ントで内容を確認します。 

 また、先生は動画を「コロナ渦で困っている高校生の力になりたい」
という想いのもとに積極的に動画投稿サイトに投稿しています。 

 先生の投稿している動画のジャンルはハウツー動画と授業動画の二種
類です。ハウツー動画では先生のおすすめのアプリの紹介や自分の経験

を語っています。授業動画では、教科書を元に、先生が全学年の地歴公
民の授業を行います。先生の動画は休校期間の学習にとても役立ちまし
た。 

 先生は「動画を見た人からのコメントや高評価がうれしい」「各個人
に合わせた授業を目指していく」と話します。先生は、現実とネット世
界の両方で自らの思いを発信しています。 

 
A3 上田 甘利 陽向 

豆ｃａｆｅ Ｅｎｊｙｕについて 
日本遺産に認定された、塩田平を一望できる「豆 cafe ehjyu」。かつて
の信濃デッサン館に併設されている、落ち着いた雰囲気のカフェです。
詩人の村山槐多さんの槐を訓読みにするとえんじゅとなることや、えん

じゅという植物が豆科だったことから「豆 cafe ehjyu」と名づけられま
した。このカフェでは、塩田産の大豆をコンセプトにしたランチや地域
の果物を使ったスイーツが食べられ、人や食べ物とのつながりを大切に

しています。「豆 cafe ehjyu」でスイーツを担当する吉池りえさんは
「美味しい食べ物を食べた思い出が旅の思い出につながれば」と話しま
す。秋のおすすめは塩田産の和栗をふんだんに使ったモンブラン。手間

暇をかけて作られていて、モンブランができるまでの物語が思い浮か
び、私にとって思い出に残る味となりました。 

 
A4 長野西 藤牧 和瑚 

長野西の文化祭の裏方について 
 7月 14日の朝、長野西高校で文化祭の代替イベント｢天の河プロジェ

クト｣が雨の中始まりました。このイベントでは新型コロナウイルスの
影響により、一部の企画で初の試みとなるリモート中継を行いました。 

 生徒会役員の池田智さんは、リモート中継を行うリモート係の副係長
に抜擢されました。リモート中継は試行錯誤の連続でした。特に、文化
班発表は大変だったといいます。カメラの配置やオンとオフの切り替え

のタイミングなど、発表する班と何度も相談しました。また、イベント
の途中で雨が止み、雨天案から晴天案の日程に変更になりました。この
際に機材を運ぶ必要があり忙しかったといいます。 

 池田さんは「最初は音質や画質が悪く接続がうまくいかないこともあ
り、それを改善することが大変でした。しかし、イベントで無事にリモ

ート中継をし終えたときにとても達成感がありました。」と笑顔を見せ
ました。 

かげの立役者の前向きな気持ちが、イベントの成功に繋がりました 

 
 
 

 
 
A5 大町岳陽 荒井 智春 

前川 浩一さんについて 
大町市美麻地区に住む前川浩一さんは、地域学校協働コーディネーター
です。これは、地域と学校を繋ぐボランティア活動です。前川さんは、
この活動を８年前に始めました。毎週金曜日、美麻小中学校の総合の時

間に参加しています。総合の時間は、生徒が美麻の産物などを調べ課題
に取り組んでいます。前川さんは、生徒の課題に対して必要な人を紹介
したり調べる方法などをアドバイスしています。前川さんは、「今の子

どもたちは、美麻の良さを知らない。だからどんどん都会に出て行って
しまう。でも、この時間に美麻の良さを知って美麻に居たいって思って
くれたらいいなあ。」と笑顔で話します。大阪府から大町市に移住して

２９年。前川さんは美麻の魅力を伝えるため、今日も学校に出かけま
す。 

 

A6 松本蟻ヶ崎 丸山 真生 
書道フォーマンスについて 

 書道パフォーマンス甲子園は、毎年夏に四国中央市で行われてきまし

た。この大会は、音楽に合わせてパフォーマンスをしながら、大きな紙
に字を書き競います。 

 去年の優勝校である松本蟻ヶ崎高校は、２連覇を目指していました。
しかし、コロナ禍により大会は中止になりました。これについて部長の
横澤あいさんは「二連覇を目指していたので、大会が無くなって悔しい

です。」と話します。 

 中止になった大会の代わりに、いくつかの取り組みが行われました。

各高校が書道パフォーマンスを撮影して、ホームページにあげたり、大
会の行われる四国中央市に作品が展示されたりしました。 

 横澤さんは「大会がなくなり、発表する場がなくなってしまいました

が、自分たちの作品を見てもらえて嬉しいです。」と話します。 

 書道部の１年生と２年生は、先輩たちの悔しい思いを忘れずに、来年

度の書道パフォーマンス甲子園に向けて日々、練習に励みます。 

 
A7 岡谷南 両角 隆寿 

出早公園の紅葉について 
岡谷市の出早公園では、今年も見事な紅葉になりました。 

出早公園は出早雄小萩神社のすぐ下にあり、神社を覆う林が特徴的で
す。 

その木々は種類も多く、岡谷市の天然記念物にも指定されています。 

秋になると楓を中心におよそ 240種類の草木が黄色や赤色、オレンジ色
に色づきます。オオモミジやイロハモミジなどおよそ 600本からなる紅

葉は、目を見張る美しさです。中でも落ち葉が織りなす赤い絨毯は圧巻
です。 

例年は秋の出早公園で「紅葉祭り」が開催されますが、今年は新型コロ
ナウイルスの影響で中止となりました。下諏訪から訪れたという今井和
哉さんは「毎年祭りに来て、観光客の人と話すのが好きだった。来年は

今年の分も楽しみたいね」と、少し寂しげです。 

出早公園の紅葉の見ごろは十月下旬から十一月下旬です。地元の人たち

はすでに来年のもみじ祭りを楽しみにしています。 

 
A8 エクセラン 深澤 曖菜 

塩尻市の林業女子について 
森林の中に木を伐採する豪快な音が響き渡ります。                                          
チェーンソー片手に大木と向き合うのは、26歳の林業女子、山田朋美で

す。山田さんは、今年に 4月塩尻市森林公社に入社し、男性に混じって
大小に機材を使いこなしながら、日々自分の仕事に奮闘しています。
「自然の中にいる時間が大好き」と話す山田さんは、林業を営むお父さ

んの姿を見て育ち高校卒業と同時にこの道に進みました。山田さんは 10
年もの間、お父さんの手伝いをしながら修業し、今年ようやく林業女子
としての一歩を踏み出したのです。現在では、林業に携わる人口が減

り、森林は荒れていく一歩です。そんな中でも山田さんは、「林業をと
おして地域の人に貢献したい。山も産業も次の世代につなげていきた
い。」と話します。毎日泥まみれになって大木に向かう山田さんは、林

業のバトンを未来へとつないでいきます。 
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A9 上田染谷丘 荻原 百香 

長和町の星くそ峠について 
 長野県長和町には、本州最大の黒曜石の原産地、星くそ峠がありま
す。インパクトの強い名前ですが、星くそとは、かつて縄文人たちが石
器作りをしたときに、砕け散った黒曜石のかけらのことです。きらきら

と輝く黒曜石は空から流れ星として降ってきたと後世の人々の間で信じ
られてきました。 

 それでは本当に黒曜石は空からやってきたのでしょうか。実は、黒曜
石は地表に出てきたマグマが冷やされ岩石になったものです。黒曜石体
験ミュージアムに勤めている太田光春さんは、「昔の人は月明かりに照

らされた光り輝く黒曜石を見て、空から降ってきたと感じたのかもしれ
ません」と話します。昔の人たちにとって黒曜石は天が与えてくれた特
別な存在だったのでしょう。 

 約三万年前から人々に愛され続けてきた黒曜石のふるさと、星くそ
峠。みなさんも黒曜石の歴史とロマン溢れる星くそ峠に足を運んでみま

せんか？ 

 
A10 長野吉田 北村 莉子 

自粛期間の取組 
更級農業高校に通う１年生の北村優太くんは、相撲 部に所属していま
す。優太くんは小学１年生で相撲を 始め、小学校中学校と全国大会に

出場しました。 

本来なら４月から始まる部活動でしたが、休校のためしばらく練習する
ことができませんでした。休校中は家で筋トレをしたり、相撲の動画を

見たりしました。優太くんは、「相撲は実践しないと感覚を忘れてしま
う。筋トレだけでは十分な練習とは言えない。」と話します。しかし、
他の地域や自分と似ている選手の動 画を見て、イメージトレーニング

ができたそうです。優太くんは相撲ができない間も前向きに取り組みま
した。  

６月、高校での部活動が始まりましたが、予定されていた大会は中止と
なってしまいました。「３年生ま でに全国大会で活躍できる選手にな
りたい。」優太くんは大会が開かれることを信じて、練習に励みます。 

 
A11 長野 中島 智咲 

てんしのけーきについて 
 善光寺北参道沿いの住宅街に「赤ちゃんから食べられるケーキ」を販
売する、てんしのけーきがあります。 

添加物や保存料、着色料をできる限り使わず、素材本来の甘さを活かし
ているのが特徴です。パティシエールの母袋風実さんは、赤ちゃんの頃
からアトピー性皮膚炎に苦しんでいました。でも、小学生の時には、つ

らくても、薬に頼りたくないと考えていたそうです。そんな時、無添加
の料理を食べて「体の中から変えていくこと」をお母さんに教わりまし
た。アトピーの経験を活かして、てんしのけーきでも「赤ちゃんから食

べられるケーキ」をコンセプトに安心・安全なケーキを販売していま
す。 

 一番人気のニューヨークチーズケーキには、自家製のあんずジャムが
使われています。あんずの酸味とチーズのまろやかさがマッチしたおい
しさにホールで買っていく人もいます。 

母袋さんは、「あたたかい味がする。幸せの味がする。といって貰える
ことが嬉しい。」と語ります。 

 やさしさにつつまれたてんしのけーきはオンラインショップでも販売
しています。 

 
A12 上田 成澤 蒼一郎 

海野宿 懐かしの玩具展示館について 
北国街道のかつての宿場町で日本の道百選にも指定されている「海野

宿」の傍らに、玩具専門の資料館があります。江戸時代の建物がそのま
ま資料館となっている「懐かしの玩具展示館」では、大正から昭和初期
にかけて日本各地で作られたコマや人形などの民俗玩具を見ることがで

きます。 

展示されているものは各地域に分けられており、訪れた方々は自分にゆ

かりのあるものを見つけては、思い出ばなしに花を咲かせます。 

展示館のスタッフの堀内さんは、「子供が人形に目を輝かせて近寄って

いくのを見ると、とても嬉しい。このままの形で残していってほし
い。」と話します。昔も今もおもちゃには、人を引きつける力がありま
す。世代を越えて人々に愛され、受け継がれている海野宿の財産はこれ

からも大切に引き継がれていきます。 

 
 
 
 
 

 
 
A13 岡谷南 日達 真衣 

原中ワインについて 
「二十歳になったら再会して、オリジナルワインで乾杯しよう」 

これを合言葉にワイン造りに励むのは、原中学校の平塚先生と 26人の

生徒です。 

授業では、学校の畑に植えたブドウを 9月に収穫します。 

ワインの醸造は塩尻市のワイナリーへ依頼しています。 

平塚先生は「原村特産の野菜を育てる選択肢もあった。でも、収穫した

ら終わりのワインより、5年後に本当に生徒と楽しめる、ワインを造る
ことにしたんです。」と話します。 

そんなワイン造りは今、原村全体に広がろうとしています。 

去年の中学生議会でワイナリーを創ろうと提案したところ、村がワイン

特区の申請を国に行ったのです。 

早ければ来年、小さなワイナリーが原村に誕生します。 

5年後、平塚先生が今年の生徒と造ったワインを楽しむ頃、原村の特産
品にワインがあるかもしれません。 

 
A14 松本蟻ヶ崎 金井 朔夜 

コロナ渦のダンパについて 
 文化祭で一人、暗い顔をしていた人がいました。ぎんが祭実行委員長

の香西亮汰さんです。 

松本蟻ヶ崎高校のぎんが祭では、音楽に合わせて生徒全員で踊るという

イベント、「ダンパ」が行われてきました。 

 今年は、校庭に２ｍの目視できる線を引き、二回に分けて自分の与え

られた列で踊る事によって距離を保つこと。さらに、マスクをつけて、
声を出さずに踊ることで飛沫を防ぎます。 

 感染対策を十分にとった状態で行われた本番ですが、盛り上がるにつ

れて声を出す人がでてきてしまいました。 

香西さんは、このことについて「本来止めるべきところで止められなか

った、もう少し責任感を持つべきだった。」と強く悔やんでいたので
す。 

しかし、これは香西さんだけの責任だけでしょうか、 

僕たち一人一人がもっとできることがあったと思います。 

今回の新しいダンパは、このコロナ禍でどう楽しむべきか再認識させて
くれました。 
 
A15 上田西 宮坂 乃愛 

長野県の食文化について 
おやきは長野県の郷土料理の１つです。 

囲炉裏端で焼かれたことから「おやき」という名がついたといわれてい
ます。 

おやきとは小麦粉やそば粉でつくった皮に、信州名物の野沢菜やナス、
かぼちゃ、きのこ、切り干し大根など様々な具材の餡が包まれていま

す。 

地域によって、蒸してつくもの、米粉でつくるもの蒸しまんじゅうのタ

イプ、灰焼きのおやき、柏の葉でくるんで焼くもの、そば粉をメインに
つくるものなどがあります。 

その歴史はとても古く、縄文時代の遺跡から粉を練って焼いた跡が発見

されました。 

おやきの発祥は北信から安曇野周辺、長野市と言われています。 

ぜひ、長野県に訪れた際には味わいたい一品ですね。 

 
A16 長野西 藤牧 知瑚 

長野西の文化祭のライトアップについて 
 7月 14日の夜、長野西高校の校舎がライトアップされました。文化祭

の代替行事「天の河プロジェクト」の一環で、コロナの影響で苦しんで
いる人や台風の被災者に上を見上げて欲しいという願いを込めたもので
す。このライトアップは大成功を収めました。 

 実は、天の河プロジェクトのライトアップは、実現されるまでに多く
の課題がありました。長野西高校の校舎がライトアップされました。生

徒会役員の川瀬ひかりさんは、ライトアップ係に抜擢され、二週間と言
う準備期間を奔走しました。色や漢字には意味があり、選ぶのに苦労し
たそうです。校舎は、安心、幸福という意味を持つエメラルドグリーン

と、幸福、元気という意味を持つ黄色にライトアップされました。そこ
に力を貸し合うという意味を持つ「結」の一文字が照らし出されまし
た。川瀬さんは、「短い期間が慌ただしく過ぎていき、本番は成功でき

るのか不安だった。」と今ではほっとした様子です。 

 川瀬さんたちは本番までに何度も話し合い問題を解決しました。この
ライトアップは勇気や感動を与え、見ている人の未来を照らしました。 
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A17 松本美須々ヶ丘 水谷 遥香 

絵かき中谷歩美さんについて 
 入部してわずか一か月あまりでの受賞です。 

松本美須々ヶ丘高校二年生の中谷歩美さんは、今年十月、高校美術部の

展覧会「学美展」に参加して見事優秀賞に輝きました。この作品は「人
魚」と題名がつけられました。現代の海洋プラスチックごみの問題を風
刺したものです。海洋生物が人間の出したごみで死んでしまっているこ

とに胸を痛めた歩美さんは、自分にできることはないかと考えました。
歩美さんは「絵は分かりやすく自分の伝えたいことを発信できる。これ
からも風刺画を描いて環境問題などを絵で訴えていきたい」と絵の魅力

を語ります。 

 「動物虐待や国会中継中の国会議員の態度なども風刺画で描いていき

たい」とすでに次回作に向けて構想中です。 

 歩美さんの絵を通した訴えはこれからも続きます。 

 
A18 大町岳陽 宇留賀 蓮華 

安曇野ハーフマラソンについて 
安曇野市では毎年 6月に、安曇野ハーフマラソンが開催されます。この

イベントは安曇野市合併１０周年を記念して、平成２７年にスタートし
ました。雄大な北アルプスを背に、およそ２１キロのコースを５０００
人のランナーが駆け抜けます。沿道では子供たちが小さな旗を振って応

援する姿や、ランナーと握手やハイタッチを交わす市民の姿が見られま
す。年代を問わず、県外からの参加者も増えているそうです。毎年参加
している安曇野市の望月靖志さんは「走っていると安曇野の自然の豊か

さ、人の温かさ、今まで気づかなかった事が見えてきて良い経験になっ
ている。」と話します。本来なら今年で 6回目を迎えますが、新型コロ
ナウイルスの影響で中止となりました。市民からの要望もあり、来年は

開催を予定しています。安曇野ハーフマラソンはコロナウイルスを乗り
越え、人の輪を繋げます。 

 
 
A19 松商学園 木下内 真桜 

残りわずかな博物館の命 
「母に連れて行ってもらった思い出の博物館がなくなるのは悲しい。」                   
こう話すのは、松本市に住む博物館ファンの一人です。その博物館は、

安曇野にあるアートヒルズミュージアムです。ガラス作品の鑑賞だけで
なく、作品を制作し、遊んだりできることから、「ガラスを楽しむすべ
てがここにあります。」をテーマに長年愛されてきました。しかし、社

会情勢の悪化による業績不振で年内で閉館することになったのです。１
０月１８日、閉館前のイベントとして博物館の庭に咲く「ガラスの花」
が格安で販売されました。スタッフの平井さんは「以前から購入に関す

る問い合わせが多かった。花を摘む時には、みなさんが思い出を語り、
楽しそうに花を摘んでくれていた。」と話していました。県内外の観光
客や地元の人々から親しまれたアートヒルズミュージアム。今年いっぱ

いでガラスの光とともに、２９年の歴史に幕を下ろします。  
 
A20 松本蟻ヶ崎 小林 虹穂 

山田先生について 
 長野県松本蟻ヶ崎高等学校の令和元年度卒業式は、卒業生のみで行わ
れました。新型コロナウイルスの影響です。 

 いつも通りの卒業式が行えない中、３年５組の担任の山田浩史先生
は、クラスみんなが元気になれるように工夫したホームルームを行い、

卒業生を送り出しました。 

 山田先生は、３年間の写真や、生徒のいいところを映像にまとめて流

し、卒業生と共に思い出を振り返りました。思いを受け取った卒業生
は、先生に感謝を伝えて花束を贈りました。 

 山田先生は、「3年間クラスで過ごすのが楽しくてしょうがなかっ

た。卒業生には最後まで自分の企画で楽しんでほしいと思い、ホームル
ームを行った。」と話します。山田先生は、卒業生に向けて「卒業後苦
しいことがあっても、楽しかった高校生活を思い出し、前を向いて乗り

越えてほしい。」と言います。 

 山田先生は、今コロナ禍で新しい生活を送っている卒業生に、想いを

巡らせています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A21 岡谷南 池田 太陽 

らくらくお出かけマップについて 
今年１０月、諏訪地域に「らくらくお出かけマップ」が誕生しました。 

このマップには、飲食店をはじめ、病院や美術館など、５４店舗が掲載

されています。その多くがバリアフリー化された施設です。 

現代の街づくりでは、段差の解消や多目的トイレの設置など、公共のバ

リアフリー化は進んできました。 

しかし、多くのお店には、入り口に段差があったり、トイレがそのまま
だったり、小さなバリアが残ります。 

そこで、障がい者や高齢者の支援を行っている、茅野市の福祉団体「ユ
ニバーサル・サポートすわ」が、支援が必要な人に優しいお店をマップ

にしました。 

代表の牛山玲子さんは、「この活動で広げたいのは心のバリアフリーな

んです。マップに載っているお店の方は、積極的に手伝ってくださるみ
なさんです。安心して利用して欲しい」と話します。 

誰でも出かけたら気兼ねなくお店を利用できる街へ。 

らくらくお出かけマップは、その第一歩です。 

 
A22 上田 宮嶌 莉々菜 
信州うえだ地域ソフトクリームスタンプラリーについて 
今年も、信州うえだ地域ソフトクリーム巡りスタンプラリーが行われま

した。 

このスタンプラリーは、上田地域内にある 18か所の道の駅や、牧場な

どのソフトクリームを食べてスタンプを集めるイベントで、今年で 3回
目です。2個以上のスタンプを集めると、抽選で地域のスイーツやグル
メがもらえます。それぞれの店舗で地域の特産品を活かしているソフト

クリームやジェラートが楽しめます。おすすめは「上田 川と道の駅 お
とぎの里」の、桑の実とヨーグルト風味のバニラがミックスされたオリ
ジナルソフトクリームです。今年は感染症対策のため、スタンプのほか

にシールを設置しました。上田観光協議会の西口さんは「スタンプラリ
ーの企画を作り上げていくことに苦労しましたが、皆さんの感想を多く
もらい、楽しんでいただけていると実感しました。」と話します。 

このスタンプラリーは終わってしまいましたが、皆さんも好きなソフト
クリームを見つけに少しだけ遠出をしてみませんか。 

 
A23 上田染谷丘 鎗田 柊佳 

軽井沢少年少女合唱団について 
  軽井沢大賀ホールに明るい歌声が響きます。軽井沢少年少女合唱団
の子どもたちです。小学一年生から高校三年生のメンバーで歌います。 

 定期演奏会をはじめとした町内のイベントや、アーティストとの共演
でそのハーモニーを響かせてきました。毎年定期演奏会に訪れている女
性は、「透き通った歌声が大好きです。気が付くと涙が出ていたことも

数え切れません。子どもたちだからこそ、歌を通じて伝えられることが
あると思います」とその魅力を話します。 

 新型コロナウイルスの感染拡大で、楽しみにしていた演奏会が中止と

なりました。悔しさやもどかしさを抱えながらも、オンラインの活用や
マスク着用での演奏など、工夫を凝らして練習を続けています。団員
は、「歌には人を笑顔にする力があると思う。大好きな歌でみんなに幸

せを届けたい」と前向きです。 

 軽井沢少年少女合唱団の歌声は、これからも笑顔を奏でます。 

 
A24 エクセラン 細沢 凛太 

93 歳のギタリストについて 
「ギターを鳴らし続けるのが自分の人生」長野市小島で開かれるギター
教室には今日も安らぎの音色が響き渡ります。 

この教室で講師を務めるのは宍戸武生さん。宍戸さんがギターと出会っ
たのは今から 78年前のことでした。しかし、１８歳のときに太平洋戦
争がはじまり、自由に音を奏でる事が出来なくなります。終戦後はボイ

ラー技士として働き始め、24 時間交代制の仕事の合間、大好きなギター
を夜が明けるまで鳴らし続けたといいます。 そして 41歳の時友人の勧
めでついに念願だったギター教室を開き、現在では年齢を問わず多くの

人が通う人気の教室になっています。 

この教室に通う高校 2年生の岡田さんは「いつも宍戸さんに教わりなが

ら愛と元気をもらっている」と話します。このギター教室は奥さんとの
二人三脚で経営を続け今年で５２年目。宍戸さんは、なんと御年９３歳
を迎えます。私は生涯ギターと共にいたい。最後の時までギターを奏で

ていたいねと話します。 

宍戸さんのギターの音色は、今日も世代を超え、愛され続けています。 
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A25 長野吉田 髙橋 諒多 

詩吟の練習とコロナについて 
新型コロナウイルスの感染拡大が、文化にも影響を与えています。 

長野市に住む、石田千代三郎さんも新型コロナウイルスの影響で悩んで

います。 

石田さんは、漢詩を独特な節回しで歌う、詩吟という文化芸能に取り組

んでいます。４０年ほど前から練習に励み、甲信越大会７回、全国大会
２回などの優勝経験を持ちます。                

そんな石田さんですが、新型コロナウイルスの蔓延で、普段は公民館で

行っている練習ができないそうです。大人数で集まり大声を出して歌う
ので感染リスクが伴うのです。感染機会を減らすため、一か月に四回あ
った練習を二回に減らしました。また、石田さんの８４歳という年齢を

考え、自身は練習を休んでいます。大会も中止となりましたが、「好き
でやっているのに、なんでやめなくちゃならないんだ」と、石田さんの
詩吟への熱意は消えていません。 

詩吟を続けられるか、石田さんは厳しい戦いの中でも決してあきらめま
せん。 

 
A26 長野 塚田 百香 

せんべい堂について 
長野市三輪のＳＢＣ通りに隠れた人気店として話題のせんべい堂があり
ます。せんべいの本当のおいしさを伝えたいと、去年七月にオープンし
ました。長野県のブランド米「風さやか」と醤油の名門、正田醤油を使

っています。やきあげは店頭で一枚一枚丁寧に仕上げています。一番人
気はぬれかりせんべいです。ぬれせんべいを４日間乾燥させ、せんべい
を割って味が中までしみこむようにしています。香ばしい香りと新しい

食感が評判で、リピーターも多いです。またせんべい堂は店長の徳永智
子さんとお客さんの交流も盛んです。やきたてのせんべいと店長との会
話を楽しんでいます。 

 徳永さんは                

「ほかのお店では食べられないやきたてのせんべいをぜひ楽しんでほし
い。これからもお客さんに喜ばれるせんべいをつくりたい。」とやきた
てのせんべいのように熱く語ります。 

おいしさを最大限に生かしたせんべいは一枚１００円で販売していま
す。 

 
A27 岡谷南 五味 輝 

早川隼平君について 
去年 11月、下諏訪町屋内運動場で、小学生を対象に自転車の乗り方教

室が開かれました。 

講師を務めたのは、南高二年の早川隼平君です。 

隼平君は保育園から自転車競技を始め、今はダートジャンプに取り組ん
でいます。 

ダートジャンプは、マウンテンバイクで加速をつけ、地面に作ったジャ
ンプ台から飛び出し、空中で繰り出す技の難易度を競う競技です。 

自転車教室では、そのテクニックを披露しました。 

後ろ向きで乗ったり、ウイリーを決めたり、参加者からは驚きの声が上

がりました。 

隼平君は「子どもたちには正しい乗り方を教えるだけでなく、自転車へ

の興味と、夢を持って欲しい」と話します。 

週末になると隼平君は、裏山の練習コースへ一時間かけて通っていま

す。 

頑張れる理由は、自転車を体の一部に思うほど好きだからだそうです。 

競技者としての成長と共に、自転車愛を地域に広げています。 

 
A28 松本蟻ヶ崎 成瀬 優大 

平林大悟さんについて 
 蟻ヶ崎高校では、9月、新年度の役員を決める生徒会選挙が行われ、2
年 4組の平林大悟さんが生徒会長に立候補しました。 

 立ち会い演説会は、コロナの影響でリモートで実施され、各教室に演
説の様子が配信されました。  

 平林さんは、コロナ禍でも高校生活を思い出に残るものにしてほしい
という願いで臨みました。しかし、当選できませんでした。それでも、

平林さんは諦めませんでした。負けたままでは終われないと想い、副生
徒会長の二次選挙に立候補します。役職が違っても、全校生徒が楽しい
学校生活を送る手助けをしたかったそうです。ここで過半数を獲得し、

副会長に当選しました。 

 平林さんは「丁寧かつ、迅速に、与えられた仕事をこなすだけではな
く、それを何倍にも良いものにするという思いで仕事をしたい。」と、

生徒会の仕事に強い想いを持って取り組もうと考えています。 

 来年の蟻高の副会長に注目です。 

 

 
 
A29 長野西 渡邉 心美 

地元のパン屋さん 
「今の時代に合ったアプローチを」 

と話すのは 桜枝町太平堂の取締役 斉藤 隆さんです。 

太平堂は昭和 29年創業の歴史あるパン屋さんです。人気パンは昔から
店先に並び続ける食パンです。太平堂ではその食パンをお店でサンドイ

ッチにすることができます。20種類の具材からあんバターやたまごサン
ドなど、自分のお気に入りを見つけられること間違いなしです。常連客
が多い太平堂ですが、昔に比べると若いお客さんが少なくなってしまっ

たそうです。 

若い人を取り入れる為に季節のフルーツを使った期間限定のパンを作っ
ています。例えば、夏には甘夏をマーマレードにして、練り込んで焼き

上げた爽やかなオレンジ色の甘夏パンが、秋にはつぶつぶ食感のキウイ
クリームをたっぷりはさんだソフトフランスパンが並びます。さらに、
インスタグラムを使って若い人にもアプローチしています。 

斉藤さんは「お客さんのことを第一に、これからも地元のパン屋さんで
いたい」と意気込みます。 

時代の波に乗る太平堂の努力とおいしいパンはこれからも続きます。 

 
A30 大町岳陽 横川 裕香 

上川 遼さんについて 
小谷ジュニアバドミントンの上川遼さんは、元バドミントン選手です。

上川さんは、２年前まで石川県の金沢学院クラブにいました。金沢学院
クラブは、全国大会３位の強豪チームです。上川さんが大切にしていた
のは、自ら考える練習です。苦手な打ち方も、工夫して取り組みまし

た。すると、強い相手と互角に戦えるようになりました。上川さんは
今、小谷村の小中学生にバドミントンを教えています。上川さんの指導
は、具体的なメニューを伝えません。例えば、腹筋をしようではなく、

筋トレをして欲しいと伝えます。そこから生徒は、体幹を鍛えよう、腹
筋を鍛えようと考えます。上川さんは、「自分で考えて練習して強くな
ってほしい。それが、上の大会を目指すきっかけになれば嬉しいで

す。」と真剣な表情で話します。上川さんのクラブの選手は、これから
もっと強くなっていきます。 

 
A31 上田 早川 真由 

見守り隊の古川由美さんについて 
東御市田中に住む古川由美さんは、田中見守り隊に所属しています。 

田中見守り隊とは、小学生が登校する時に交差点に立って、子どもたち
の安全を守っているボランティア団体です。見守り隊に参加をしてから

13年、古川さんが活動の中で心掛けていることは、元気な挨拶です。古
川さんは、挨拶を通して、子どもたちが元気に学校に行けているかな
ど、子どもたちの体や心の健康状態を見守っています。元気がない子に

は理由を聞いて、手をつないで一緒に学校まで歩いたり、ご飯を食べて
いないと言ったらおにぎりをあげたりと、子どもたちのために毎日活動
しています。 

古川さんは、「私は子どもたちの笑顔が見たいから活動しているだけで
すよ。子どもたちが毎朝元気に挨拶をくれれば、それで十分嬉しいで
す。」と穏やかな笑顔です。古川さんは、今日もいつもの交差点に立っ

て、子どもたちを見守ります。 

 
A32 岡谷南 小池 克哉 

豊島屋スピリッツについて 
カノラホール入り口の消毒液から、日本酒の香りがします。 

甘酒のようにも感じる、麹の香りです。 

これは、岡谷市の酒造店、豊島屋のスピリッツというお酒です。 

コロナ禍で消毒用エタノールが品薄になった 4月、 

豊島屋は代わりになる高濃度エタノール製品の製造に乗り出しました。 

自社の「本格焼酎 杏花村」の原酒をさらに蒸留して、 

アルコール度数を 66％まで高めました。 

輸入のものが手に入らなくなっても作れるように、材料はすべて 地元

の米です。 

通常の消毒液と違って飲むこともできるため、 

市販の香料は使わず、純米酒を入れているそうです。 

完成した「トシマヤ スピリッツ」県内の医療機関や公共機関に優先的

に供給されていて、カノラホールの藤森さんは「品薄の時期にとても助
かった」と振り返ります。 

岡谷の地酒が、ホール来館者の安全を守っています。 

僕たちはあと 3年ほど、味見できないのが残念です。 
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A33 松本蟻ヶ崎 一志 さくら 

蟻高演劇部について 
 ８月２日、松本市の上土劇場で、蟻高演劇部の公演が行われました。
３年生にとって最後の晴れ舞台です。 

 演劇部は、毎年文化祭で公演を行ってきました。今年は新型コロナウ
イルスの影響で中止になったため、保護者向けに劇場で発表が行われた
のです。演目は、『走れメロス』を原作とした物語です。これは、女子

の放送部員がコンテストを通じて友情を深める姿を描いたものです。 

 当日の公演は、部員の熱のこもった演技に、劇場には大きな拍手が響

きました。来場者は「こんな状況で練習は大変だったと思いますが、面
白かったです」と話します。部長の丸山雛さんは「公演が出来て良かっ
たです。劇場や来ていただいた方に感謝の気持ちを伝えられたと思いま

す。」と笑顔です。 

 コロナ禍で高校の演劇の大会はしばらく無観客で行われます。県大会
に向けて部室から部員の声が響きます。 
 

朗読部門 原稿 

 
R1 松本蟻ヶ崎 加地 駿斗 

松本城、起つ 六冬和生 
「こんなことになってしまって、すまない」 

 庄屋たちはおしゅんガキではなかったので、額をゆかにこいすりつけ
る加助を責めるような言葉はない。だが加助を起こす余裕もないのも事
実だった。「水野忠直は家老の約束はゆえなきものと一蹴している。主

だある自分の判断を待たずに家老が専決したもので、先の布告の三斗五
升が優先されると。そういう理屈だ」 

かなりの努力をもって事務的な口調で説明する加助は、神社の小屋に集
める誰よりも痛々しかった。「すまない」もう一度頭を下げる加助か
ら、思わず目を逸らした。自分がやったことは無駄だった。 

賢明になることには意味がなかった。 

自分という存在は何ももたらさない。 

がくんと傾く松本城を見せつけられたときの感情がせりあがってくる。
必死で馬を走らせて、それなのにあと少しというところで力が及ばなか

ったときの気持ちが甦る。 

 
R2 岡谷南 小林 港 

生きるぼくら 原田マハ 
運動会で校庭を走り回り、遠足で野山を駆け回った人生少年は、おにぎ
りをほおばる瞬間に、無意識に幸せを一緒にかみしめていたのだ。 

それはおそらく、人生がいままで生きてきた二十四年間で、さんさんと
日のあたる、もっとも明るい時期だったに違いない。 

父がいて、母がいて、三人で住む家があった。学校から戻れば母の手製
のおやつや手料理が人生を待っていた。休日には、近所の公園で父と一
緒にキャッチボールを楽しんだ。たくさんの友だちに囲まれて、よく笑

い、ときにケンカして、泣きながら仲直りをした。 

家の台所は、いつもいい匂いでいっぱいだった。夕食のテーブルには、

必ず梅干しの小鉢が載せられていた。 

「梅干し、すっぱいからやだな」 

人生が言うと、 

「お母さんも小さい頃はいやだったけど、おばあちゃんに教えられたの

よ。薬だと思って食べなさい、って」 

母はそう言って、箸の先で梅干しをつまみ上げ、はい、と人生のご飯の

上に載っけてくれた。真っ白いご飯に、ぽつりの赤。思い切りほおばっ
て、すっぱいッ！ と大げさに顔をしかめた。そうすると、いつも母が
笑うのだ。母を笑わせたくて、そして喜ばせたくて、人生は、ちょっと

苦手な梅干しを毎日欠かさずに食べたのだった。 

 
R3 長野 内山 詩菜 

始まりの木 夏川草介 
千佳は背中にふわりと明るむものを感じて振り返った。振り返って、思
わず息を呑んでいた。眼前に、驚くべき景色が広がっていた。黒々とう

ずくまっていた桜の老木が、静かに桜色に染まり始めたのである。武骨
な枝を滝のように風になびかせていた殺伐たる巨木が、ゆっくりと、し
かし確かに華やかな薄紅色に染まっていく。夢でも見ているのかと思え

ばそうではない。絶句したまま傍らに顔を向ければ、古屋が桜を凝視し
て動かず、住職が大きく目を見開いている。三人が声もなく見守る先
で、巨木はやがて全体が眩いほどの桜色に包まれた。と同時に、何の加

減か、色がきらめき、光が躍る。枝の先々で、桃色、朱色、石竹色と、
揺らめくように色彩が舞い踊る。まるで長い眠りについていた老樹が突
然目を覚ましたかのようだ。時が止まったような静寂が、どれほどの時

間であったか定かでない。ふいに住職が大きく息を吐いた。「そんなに
咲くのは何年ぶりだい……」こぼれた言葉は、古い友人に再会したよう 

 

 

な、懐かしさに満ちていた。「まるで極楽浄土だねぇ…」満足そうなつ
ぶやきとともに小さな笑い声が、境内に溶けていく。 

 
R4 長野吉田 森 有稀 

秒速 5センチメートル 新海誠 
 受話器からは車の行き交うくぐもった音がして、それは明里が公衆電

話にいることを示していた。僕は自分の部屋にいたけれど、電話ボック
スの冷気が指先から伝わってくるようで、畳にうずくまり膝を抱えた。
どう答えていいか分からず、それでもとにかく言葉を探した。 

「いや……明里が謝ることないけど……でも……」 

「葛飾の叔母さんちから通いたいって言ったんだけど、もっと大きくな

ってからじゃないと駄目だって……」 

 明里の押し殺した嗚咽が聞こえ、もう聞いていたくない、と瞬間的に

強く思った。気がついた時には僕は強い口調を明里に投げつけていた。 

「……わかったから！」と明里の言葉を遮った瞬間、かすかに彼女の息

を呑む音が聞こえた。それでも言葉を止めることができなかった。 

「もういいよ」と強く言い、「もういい……」ともう一度繰り返した時
には、僕は涙をこらえるのに必死だった。どうして……どうして

(・・・・)いつも(・・・)こんな(・・・)こと(・・)に(・)な(・)っ
(・)ちゃう(・・・)ん(・)だ(・)。 

 
R5 エクセラン 岡田 大輝 

がんばらない 鎌田實 
それから少したって、研治くんに呼吸困難がおきた。 

「弱気になるな！がんばれ！」とは家族の誰の口からも出なかった。 

これ以上生きてほしいと願うほうが、どれだけ残酷なことかわかってい
たのだ。 

もう彼にこれ以上誰も「がんばれ」といえない。 

ぼくは「がんばらない、がんばらない。これまでよくがんばってきた、 

もうがんばらなくていいよ、きみはきみのままでいいんだよ」と胸のう
ちで思った。 

父親が聞く。「いい残すことはないか」 

「今日一日をどうやって生きようかと、それだけで精いっぱいだ。今さ

ら何を・・・・・・。 

現実を知ってがんばってきたのだから、悔いはないがやり残したことは
いっぱいあるさ。 

海外旅行もしたかったし、結婚して俺の子供もほしかった・・・・・・
もっと生きたい・・・・・・ 

いってもきりがないことだ。これが俺の運命だったんだ。全精力を病気
との闘いにかけたので思い残すことはない」と、研治くんが答えた。無

念だったと思う。 

彼は静かに最期の息をひきとった。闘いきったやすらぎともいえる顔、

何もいわず、 

大きな目からじわじわとにじみ出る大粒の涙が、二筋の光となって頬を
流れ落ちた。 

研治くんの葬式に参列した。涙がとめどなく落ちてきた。ぼくは心のな
かでつぶやいた。 

命は長さではなく、輝きなのだ。 

 
R6 上田 鈴木 祥子 

旅路 藤原 てい 
六人の該当者が、身仕度を整えて、玄関へ並んだ。「では行って来ま

す」送り出した家族達に、並んで兵隊式の敬礼をしている。すでにボロ
ボロになった協和服の袖から肘がのぞいている。靴の先から親指がはみ
出している。私は次男を背負い、長男の手をしっかりと握って夫を見守

っていた。男達は並んで坂をおりて行く。私はあわてて夫のそばへ走り
寄った。「お父さん、死なないでね、私は子供を連れて日本へ帰りま
す、お父さんきっと帰って来てね、死んじゃだめですよ。死なないで

ね」「わかった」夫は、短く言った。「お父さん、お父さん行っちゃだ
めだ」背中にいた次男が大声で泣き出した。それを合図のように長男が
泣き出した。「泣くんじゃない、お前達、お母さんの言うことをよく聞

いて、日本へ帰るんだよ」夫は、子供達の頭をなでてやった。 
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R7 長野西 藤森 紗月  

天気の子 新海誠 
あの時君は、なにかが始まりそうなとびきりの笑顔でこう言ったのだ。
「今から晴れるよ」あの時僕は、きらきら光る天気雨の中で、君からな
にかを受け取ったのだ。「あげる。内緒ね」あの日の夜の、だんとつに

美味しかったハンバーガー。君の部屋での、即席ポテチチャーハン。
「年下かあ。私、来月で十八！」君はずっとお姉さんぶって。僕はずっ
とそれに甘えて。「ねえ、東京に来て、どう？」君の問いに、僕は答え

た。「そういえば、―もう息苦しくはない」でもそれは、君に出会えた
から。君が僕に大切なものをくれたから。「私、好きだな。この仕事。
晴れ女の仕事」夜空に次々と咲く花火。火薬と混じった夜の匂い。東京

の匂いと、君の髪の香り。君はあの日僕を見て、優しい笑顔で言ったの
だ。「だから、ありがとう、帆高」汗が目に入る。頭が燃えているみた
いに熱い。ヘルメットを被ったまま走っていたことに、僕はようやく気

付く。引き剥がすように脱ぎ捨てる。 

 
R8 長野吉田 伊藤 陽光 

始まりの木 夏川草介 
「これ……、木なんですね」  そのつぶやきが、もっとも率直な表現
であったかもしれない。それほど一般的な「木」という印象からは遠

い、不可思議な迫力を持った存在であったのだ。 

「あの農家の一族が五百年間守り続けてきた氏神の木だ。日本における

神という存在の、もっとも素朴な姿といえるだろう。と同時に、滅びゆ
く日本の神の最後の痕跡と言っていい」  古屋はゆっくりと大樹を振
り仰ぎ、それから深みのある声で告げた。 「ここから、私の民俗学は

始まったのだ」  言葉が流れた。千佳は、ゆっくりと視線をめぐらし
て、師の横顔を見上げた。  吹き抜けていく風の中で、その顔には何
の表情も浮かばない。しかし千佳は唐突に理解した。   

古屋は、昨夜の千佳の問いに対して、古屋なりの返答を提示しようとし
ているのだ。 〝先生は、どうして民俗学を選んだんですか” なにげな

く千佳が投げかけた問いに対する、この場所が古屋の答えなのだ。  
そう気づいた途端、千佳の感性が最大限に開いていくかのように、目前
の大木がさらに一回り大きくなって見えた。 

 
R9 松本蟻ヶ崎 山田 理史 

赤蜻蛉 井出孫六 
「ほんとうは、ぼくは軍医になりたいんです。兄の一人も医学をやって
いるものですから」 

 仮分数のやや執拗な勧奨をかわすためにぼくの口をついておずおずと

出てきたこの言葉に、じつはぼく自身でも驚いた。かつて一度として軍
医になろうなどと真剣に考えたことがあったろうか。それは明白な虚偽
の申立てであり、狡猾な咄嗟の言い逃れであるばかりでなく、卑劣な迎

合を含むものでもあったろう。仮分数の眼がくもり、やがてそれが皮肉
な色に変っていった。 

 「まあそれもいいかもしれない。しかし、軍医になるにはいったい何
年かかると思う？高校三年、大学を四年、そしてその上で初めて軍医学
校にゆくことになるのだから、ざっと十年以上はかかるわけだ。戦争

は、、、、」 

 そう、敵はすでにサイパン、硫黄島、沖縄を席捲し、いまや本土を狙

っているのだ。仮分数の言葉はそれ以上つづくことはなかったが、暗い
翳がその眼をよぎって、ぼくはぎくりとした 

 
R10 長野 高森 一樹 

大造じいさんとガン 椋鳩十 

今年もまた、ガンの来る季節になった。二年前、じいさんが生けどった

ガンは、すっかりなついていた。大造じいさんは、このガンをおとりに
使って、残雪の仲間をとらえようと考え、その夜のうちに、飼いならし
たガンをえさ場に放ち、ガンの群れを待った。 

残雪は、美しい朝の空をやってきて、えさ場に下りた。ガンの群れを目
がけて、ハヤブサが一直線に落ちてきて、じいさんのおとりのガンが飛

びおくれた。残雪の目には、救わねばならぬ仲間の姿があった。二羽の
鳥は、はげしく戦い、残雪はむねの辺りをくれないにそめて、ぐったり
としていた。大造じいさんは、強く心を打たれた。 

残雪は、大造じいさんのおりの中で、ひと冬をこした。春になると、む
ねのきずも治り、体力も元のようになった。 

「おうい、ガンの英雄よ。おまえみたいなえらぶつを、おれは、ひきょ
うなやり方でやっつけたかあないぞ。なあ、おい。今年の冬も、仲間を
連れて沼地にやって来いよ。そうして、おれたちは、また堂々と戦おう

じゃないか。」 

大造じいさんは、大きな声でガンに呼びかけた。 

 
 

 
 
R11 岡谷南 阿部 朱里 

レッドデータガール３ 夏休みの過ごし方 荻原規子 
路線バスは、善光寺を北に抜けるとまもなく坂道を登りはじめた。 

みるみる標高が高まり、市街地が足の下に見えるようになり、カーブの

多い山道が続く。 

山道は見慣れた泉水子だが、故郷の山々のように濃い植林がなく、最初

から高山めいた落葉樹の森を見るのはめずらしかった。 

七曲がりの道が半透明の屋根で覆われ、明るいトンネルのようになって
いる。 

雪よけだと知ったのは、隣に座った真響に教えられてからだった。 

「それなら、戸隠も冬にはたくさん降るの？」 

「やだなあ、スキー場があるんだってば。泉水子ちゃん。」 

「うちのほうも、山の上は雪が降ることもあるよ」 

「積もった雪で、軒先が埋まったことある？」 

「……それは知らない」 

バスに揺られて、真響は途中で居眠りをはじめた。 

かよい慣れた道のせいだろう。 

泉水子は眠らず窓にくっつくようにして、景色をながめ続けた。 

高い山稜が遠くに険しい線を描き、青い盾のようにそびえて、行けども

行けども近づかない気がする。 

距離のスケール感がちがうようで、きびしい山の表情がくみとれるよう

だった。 

そして、一時間ほどするうちに真響も目をさまし、もうすぐ着くと言っ
た。 

戸隠中社前が目的地のバス停だった。 

 
R12 大町岳陽 瀬戸 美羽 

ファミリー ツリー 小川 糸 
リリーは、カフェ・オーレと林檎のタルトを、僕はオレンジジュースと

チーズケーキを注文した。飲み物とケーキが来る間、リリーはバッグか
らノートとペンを取り出した。そして、菊さんを頂点にして、立花家の
家系図を書き始めた。「これがリュウ君のひいおじいさんで、息子二人

が生まれて、その後私のおじいちゃんと再婚して、スバルおじさんとう
ちのママが生まれて・・・・・・」それはまるで、クリスマスツリーの
ようだった。どんどん下に大きく広がって、続いていく。その末端に、

僕とリリーの名も刻まれていた。「できた」リリーは満足げにノートを
眺めながら、ペンを置いた。「こうなっていたんだね」僕は言った。な
んとなくはわかっていても、実際にはどこに誰がいてどんな関係に当た

るのか、曖昧にしか把握していなかった。僕はふと、この星に生まれて
愛し合う男女は皆、アダムとイブなんだと思った。神様の世界から連綿
と続く末裔であり、同時にこれから続いていくだろう子孫達の始祖でも

あるのだと。 

 

R13 エクセラン 小松 紗依 
白線流し 信本敬子 

空は、オリオン座、カシオペア座とすっかり冬の星座に変わっていた。
「俺、天文台に勤めて、新しい星見つけるのが夢だったんだ。親父のよ

うに」「夢って、その夢諦めちゃったんですか？」「・・・・・・」
「渉さんの夢、とても素敵だと思います。私、応援しますから。諦めな
いでください」「できると思うか？いつか手紙に書いてあっただろ。俺

みたいなやつでも、ほんとうに何かできると思うか？」「思う、思いま
す」園子はきっぱりといいきった。自分の思いが伝わり始めた手応えを
感じて、たまらなく嬉しかった。園子は渉の澄みきった眼が好きだ。苦

労しているはずなのに、輝いている。それに比べて、はるかに恵まれて
いる学校の仲間たちは、死んだような眼をしている方が多い。園子は渉
のような眼になりたいと思った。「それにあなたはもう独りぼっちじゃ

ない。私がいます。あんな遠くの星でも、それを見ている人が必ずいる
ように、私、あなたのこと、ずっと見ています。だから輝いてくださ
い」園子の眼からふいに涙がこぼれた。泣くつもりなんかないのに、勝

手に出てしまう。渉がその涙をそっと指で受け止めた。園子が笑おうと
して歪んだ顔を見せると、たまらず身体を引き寄せた。とても細かっ
た。 
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R14 松本美須々ヶ丘 北澤 真衣 

准教授・高槻彰良の推察 澤村御影 
「――こんなところで、何をしている」 

潜めた声でそう言われて、え、と思った。 

聞き覚えのある声だったのだ。祖父の声。 

でも、なぜ祖父がいるのだろう。 

「なぜ来たんだ。お前はここにいてはいけないのに……よせ、面は外す
な。絶対に」 

もっとよく相手の姿を見ようと、かぶっていたお面を外そうとしたら止
められた。 

身をかがめた祖父が、面越しにこちらの目を覗き込むようにして言う。 

「今すぐ、ここから帰るんだ。誰にも気づかれないように――」 

 そこで祖父ははっとしたように、盆踊りの列を振り返った。 

 ゆらりゆらりと揺れながら踊る人々のうち、何人かが、こちらに顔を
向けていた。 

 おたふくのお面、おばあさんのお面、猫のお面。太鼓の音に合わせて
腕を振り、足を踏み出しながら、不自然なほどに首を曲げて、自分と祖
父をじっと見つめている。 

「もう駄目だ。気づかれてしまった」 

 祖父が言った。駄目とはどういうことだ。そもそも、あそこで踊って

いる人々は何者なのか。 

 訊きたいことは幾つもあったが、なぜかどれも訊くのが怖い気がし

た。 

 
R15 上田西 中澤 凛菜 

夜明け前（第１部上） 島崎藤村 
木曽は谷の中が狭くて、田畑もすくない。限りのある米でこの多人数の
通行をどうすることも出来ない。伊那の谷からの通路にあたる権兵衛街

道の方には、馬の振る鈴音に調子を合わせるような馬子唄が起って、米
をつけた馬匹の群がこの木曽街道に続くのも、そういう時だ。山の中の
深さを思わせるようなものが、この村の周囲には数知れずあった。林に

は鹿も住んでいた。あの用心深い獣は村の東南を流れる細い下坂川につ
いて、よくそこへ水を飲みに降りて来た。古い歴史のある御坂越をも、
ここから恵那山脈の方に望むことが出来る。大宝の昔に初めて開かれた

木曽路とは、実はその御坂を越えたものであるという。その御坂越から
幾つかの谷を隔てた恵那山の裾の方には、霧が原の高原もひらけてい
て、そこにはまた古代の牧場の跡が遠くかすかに光っている。 

 
R16 松本深志 川上 陽菜乃 

火星の話 小嶋陽太郎 
「おまえの脳ミソ、おれにくれ」 

 しんとした図書館に、水野の、低くよく通る声が響いた。 

 迫る弟にポカンとしている水野兄は大学生で、何にもなりたくなく
て、だけども頭の出来がすこぶるいい。水野はたぶん、兄貴の頭なら医
者になれるが自分の頭ではまず無理だということにようやく気がついた

のだろう。そんなこと、最初から気づけよ。 

 僕は、長い付き合いの友達の、手触りのよさそうな坊主の後頭部を見

ながらそう思った。写真家になろうと思ったが、カメラを買わなかった
から教師になっちまった、とか言っていた先生の百倍くらい馬鹿だ、と
思った。本当に、心底呆れるほど考えが足りないやつだ、と思った。 

 半年も無駄な努力をしてから勝ち目がないことに気づくなんてそんな
合理的じゃない人間が医者になれるはずないだろ、と思った。水野兄

は、迫る弟の顔を僕がいままで見たことのない表情で見つめていた。 

「……おまえ使わないなら、その脳ミソおれにくれよ」 

 水野はもう一度、絞り出すような小さな声で言った。 

 だけども僕は、水野のことをなぜだか強烈にうらやましく思った。 

 
R17 松商学園 早川 里沙 

風立ちぬ 堀 辰雄 
「いま泣いていらしったんでしょう？」 

私はびっくりした様子で、急に彼女の方をふり向いた。 

「泣いてなんかいるものか……僕を見て御覧」 

彼女は寝台の中から私の方へその顔を向けようともしなかった。 

もう薄暗くってそれとは定かに認めがたいくらいだが、彼女はなにかを
じっとみつめているらしい。 

しかし私がそれを気づかわしそうに自分の目で追って見ると、ただ空を
見つめているきりだった。 

「わかっているの、私にも……さっき院長さんに何か言われていらしっ
たのが……」 

私はすぐ何か答えたかったが、何んの言葉も私の口からは出て来なかっ
た。私はただ音をたてないようにそっと扉を閉めながら再び、夕暮れか
けた庭面を見入り出した。 

 

 

やがて私は、私の背後に深い溜息のようなものを聞いた 

「御免なさい」 

彼女はとうとう口をきいた。 

その声は少し顫えを帯びていたが、前よりもずっと落ち着いていた。 

 
R18 上田染谷丘 小西 真維 

放課後ひとり同盟 小嶋陽太郎 
しばらく眺めていると、「あれは達人の蹴りだ」とコタケさんが言っ

た。 

「達人？格闘技とか詳しいんですか？」 

「全然。だけどあの迷いのない蹴りはただものじゃなさそうだと前から
思ってた。」 

 たしかに蹴り男の蹴りは素人目にも美しい。シュバッという漫画の効
果音のようなものが蹴り男の横に見える。分厚い木の板をたやすく割る

蹴りだ。蹴り男は五年ほど前からパルコの屋上で頻繫に目撃されるよう
になった。 

いつも屋上に出るドアからいちばん遠い角に立って、空を蹴っているか
ら蹴り男。中高生の間では有名人だ。中三の時に何度か興味本位で見に
来たことがある。接触したことはない。 

「私があの人に蹴りを習うんですか？・・・・・・ちょっといやだな」 

「貧乏がわがままを言っちゃだめよ、林ちゃん」 

「ていうかコタケさん、ほんとは私の護身術なんかどうでもよくて、蹴
り男に興味があるだけですよね」 

「ばれたか」とコタケさんは言った。 

 私たちは蹴り男に接近した。 

「こんにちは」コタケさんがあいさつをした。 

 蹴り男は何も答えない。空を蹴っている。 

 

R19 長野 畠口 真緒 
ぼくが探偵だった夏 内田康夫 

ずいぶん歩いて、もう安心――と懐中電灯のスイッチを入れようとし
て、ふと目を上げた時、ぼくは「あっ。」と言った。 

 目の前の闇の中に、緑がかった無数の星が乱舞しているのが見えた。 

（ホタルだ！ ――） 

 星はゆっくりと点滅しながら、緩やかな曲線を描いて舞う。天に昇っ
てゆくのもあるし、流れ星のように地上に舞い降りてくるのもある。一

つ一つは点なのだが、目には残像が焼き付くから、まるで曲線を描いて
いるように見えるのだ。 

 なんという美しい光景だろう。ぼくの貧弱な国語力では、どんなに言
葉を尽くしても、見たままをあざやかに表現するのは難しい。「幻想
的」とは、きっとこういう時に使う言葉だと思った。 

 目の前の草の葉に、ホタルが宿った。光の点滅が、ぼくを誘う信号の
ようだ。ぼくは手を伸ばして、小さな明かりを摘んだ。手のひらに載せ

ても、逃げようとはしない。両手でかごを作って、ホタルを包み込むよ
うにして、右手の指先で苦労して懐中電灯を支え、帰り道を目指した。 

 
R20 松本蟻ヶ崎 柳谷 桂樹 

停れる時の合間に 佐々木基一 
 陽の落ちる少し前に、須永は柿本の家を辞した。送ってきた柿本と並

んで歩きながら、須永はふと、北の空を見上げた。枯れた落葉松林の梢
の上に、稜線を翼のように大きく拡げた浅間山が見えた。女性的ともい
える柔らかな丸味を帯びた山頂附近の山肌を、雪が斑に覆っている。 

「どうだね、戦争は勝てると思うかね」 

 柿本が声をひそめるように、そっとたずねた。 

「さあね･･････あちこちで、玉砕やら、転進やらを繰返していますから
ね。それにイタリアも降伏したし･･････」 

「まったく、バカげたことだな」 

 柿本は吐き出すように一言そう云うと、口をつぐんだ。 

 用水溝にかかった橋の袂で須永は柿本と別れた。 

 雪をかむった浅間山の頂は、夕日を浴びて美しく光っていた。広い裾
野の林や畑や村を、すっぽり包みこむように、長く延びた張りのある稜
線の上に、西方に先の尖った峰を一つ伴って、その山頂は、高々と聳え

ていた。 
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R21 岡谷南 小平 くるみ 

はるか遠く、彼方の君へ 安澄加奈 
夕鷹しばらくためらうように口をもごもごさせていた。そうして、やっ
とたずねた。 

「優兄は、どうしてた？あれから、元気にしてたか」 

華月は、思わず動きをとめた。 

風が吹いて、二人の衣や髪を揺らした。ああ、ようやく訊いてくれた
と、華月の心のなかに、安堵ともの悲しさがこみあげてきた。 

ささやくような小声で華月は言った。 

「……ごめん、あたし、たかにずっと言わなかったことがある。たかが

自分から訊いてくれるまで、言わなかったこと」 

華月は、充分に気持ちを落ち着けてから、きり出した。 

「優兄はね、もういないの。死んじゃったの。たかと別れたあとの次の
冬」 

夕鷹は目を見開き、華月の目を見つめ返した。二の句が継げないという
ように、ただ茫然としている。 

彼がショックを受けていることが伝わってきて、おかしなことかもしれ
ないが、華月はほんの少し、救われたような気持になった。 

 
R22 長野吉田 西山 真優 

ソウルメイト 馳星周 
胸の内側にぽっかり穴があいていた。激しい喪失感に吐き気がした。涙

は止めどもなく溢れ、悲しみ以外の感情が蒸発していく。 

｢よく逝かせてやったね、真ちゃん｣鈴子が泣きながら言った。｢最高に

立派なボスだったよ、真ちゃん｣ 

約束は守った。守れた。カータは最後にわたしを見て逝ったのだ。その
瞳にわたしの姿を焼きつけて逝ったのだ。 

だが、そんなことはなんの救いにもならなかった。悲しくて悲しくて、
悲しすぎて死んでしまいそうだった。 

｢カータ｣ 

わたしは最愛のものの名を呼んだ。 

｢カータ｣ 

泣きながら呼び続けた。 

｢カータ｣ 

カータは死んでしまった。 

｢寂しいよう｣ 

わたしの悲しみは深まるばかりなのに、カータの身体は少しずつ冷えて
いく。わたしは神を呪い、世界を呪い、自分を呪い、いつまでも泣き続

けた。 

 
R23 上田 塩沢 文萌 

秒速５センチメートル 新海 誠 
水たまりに映る桜の枝。落ちて波紋を作る花びら。昼までの雨のせいだ
ろうか。たくさんの花びらが、まるでお芝居の紙吹雪みたいに舞い散っ

てきていた。道沿いに立っている給水塔に、花びらごしのピンク色の光
がさしている。空気のにおいまで、ピンク色の気配がする。枝が影を作
って、私たちが歩く道をまだらに染めている。「ねえ、秒速５センチな

んだって」と、私は突然言う。「え？なに？」タカキくんのとまどった
顔が、胸にくすぐったい。「花びらの落ちるスピード。秒速５センチメ
ートル」タカキくんは、ふーんと気のない返事をして、「アカリ、そう

いうことよく知ってるよね」ぼんやりした声で、そう続ける。タカキく
ん、わからないかな？心が震えるような自然の働きが、角ばった数字で
表現できちゃうことの不思議。あんまりにも自然だから、なにかしら、

運命みたいに響く。秒速５センチメートル。それはたぶん、私の無意識
が発した、ひかえめな愛の言葉だったと思う。 

 
R24 長野西 早川 莉央 

言の葉の庭 新海誠 
「――あの、俺」少年が本に目を落としたまま、ためらいがちに言う。

「今、ちょうど靴を一足作ってるんですけど」「すごいねえ。自分の
靴？」あ、なんだかおばさんみたいな返しをしちゃったかも。そんな雪
野の心配に気付くそぶりもなく彼は答える。「誰のかは決めてないけ

ど」言い淀む。突然、あ、と雪野は思う。理由のわからぬままに、だ
め、と思う。「女性の、靴です」聞いたとたん、今までの浮かれた気持
ちがすとんと消える。 

「でも、どうも上手くいかなくて。それで……」同時に胸の底からすこ
しずつ、温かみのある感情が染み出てくる。それがどういう種類の感情

なのか見極めようとしているうちに、少年が続けて言う。……だから、
なにか参考が欲しくて。自分の足じゃだめだから。だから、もし、迷惑
じゃなかったら――「足を、見せていただけませんか」泣き出しそうな

顔で少年が言っていることが、見なくても雪野には分かる。そして私
も、きっと同じような顔をしている。 

 
 
R25 エクセラン 有賀 うてな 

阿弥陀堂だより 南木佳士 
「明日からどうするの」 

改札を通り抜けて下りのホームに昇る階段を一歩踏みかけたところで美

智子が振り向いた。 

「信州の田舎に帰って祖母の山仕事でも手伝ってくるよ」 

孝夫は軽く笑いかけた。 

「私は本格的に受験勉強やってみるわ。医者になるための手段だから、

ゲームみたいにがんばってみる」 

美智子も整った白い歯を見せて右手を振った。 

「じゃあ」 

孝夫は上りのホームへの階段に向かった。 

互いに上りと下りのホームに立った孝夫と美智子だったが、線路をへだ
てて向き合うと気恥ずかしくなってそっぽを向いていた。 

階段付近は下校する学生たちでいくらか混み合っていた。 

「ねえ」 

向かいのホームから声をかけた美智子が下りの方を指さして歩き出し
た。孝夫はそれに従った。 

ホームの端は風が強かったが、人影はなかった。 

「ねえ、信州から手紙くれる。待ってるから」 

美智子は鞄をホームに置き、両手でメガホンを作って、強風の中にかろ

うじて聞き取れる声で呼びかけてきた。 

「ああ、書くよ」 

孝夫が前のめりに答えると、美智子はスカートを風になびかせてホーム
の中央に駆けもどった。 

彼女の走る先の秋空が真っ赤な広い夕焼けに縁どられていた。 

 
R26 長野 光島 伊吹 

生きるぼくら 原田マハ 
いつもなら、呼びかけて返事がなければ、行ってきます、と告げて出勤
する。それを確認してから、人生は起き上がって台所に行くようにして

いた。ところが、その日、母の「行ってきます」が聞こえてこなかっ
た。人生は、不審に思って、布団の上で上半身を起こした。ドア一枚を
隔てて、あちら側に母が立っている。息子の様子を感じ取ろうとして、

ぴったりとドアに身を寄せている。そんな気配があった。ややあって、
少し震える、けれど力強い声が聞こえてきた。「ねえ人生。母ちゃん、
待ってるから。」人生は、耳を澄ました。母の声が、ドアの向こうから

響いてくる。「人生が出てくるの、いつまででも待ってるから。」涙声
だと気づいたのは、待ってるから、と繰り返された瞬間だった。ドアの
向こうで、母は、声を殺して泣いていた。泣いてる。……母ちゃんが？ 

それは、生まれて初めてのことだった。母の泣いているところを、人生
は、いままで一度も見たことがなかった。 
R27 長野吉田 茂澄 美萌咲 

僕とじょうぎとぐるぐると 小嶋陽太郎 
「人間とカッパの子どもは、カッパふうの人間になるんだよ。お母さ
ん、知ってた？」 

「初めて聞いたわ」 

 さっきからお母さんの目はぼうっとテレビのほうを向いている。 

 リモコンのスイッチを押してテレビを消すと、お母さんはやっと僕の
ほうを見た。目が落ちくぼんで、なんだかガイコツのように見える。 

「ダックスフンドとシベリアンハスキーの子どもは、胴が長くて足が短
いオオカミみたいな姿で生まれてくるんだって」 

「そう」 

「それで、思ったんだけど、男と女の子どもだったら、体が男で心が女

っていうのは、そんなにへんなことじゃないと思う」 

 お母さんは僕の画期的な意見に対して、 

「ちゃんと宿題やりなさいよ」 

それだけ言ってみそ汁を飲み干すと、席を立って食器を流しに運んだ。 

「おかあさん、僕、真剣に話してるんだよ。なんで兄ちゃんのことわか
ってあげないんだよ」 

 って言いながら、僕はこのときも泣きそうになってしまった。兄ちゃ
んのことを話そうとすると、どうしてか僕はすぐに泣きそうになる。 
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R28 松本蟻ヶ崎 花岡 朋哉 

本を守ろうとする猫の話  夏川 草介 
 よほど疲れているのだろうか・・・。 

 林太郎は目を閉じ、眼鏡の縁に手を当てたまま黙考した。祖父の死と

慣れない葬儀などで疲労が蓄積し、いつのまにか寝入って夢でも見てい
るに違いない。そんな理屈を並べながら、そっと目を開いてみると、し
かし眼前には一匹のトラネコが悠然と着座している。 

 これは相当参ってるな・・・。 

 そういえばここ数日はなんとなく 書棚を眺めているばかりで、好き

な読書も滞っていた。読みかけの「カンディード」はどこに置いただろ
う、などとどうでもよい思案が脳裏をよぎっていく。 

「聞こえているか、二代目」 

 再びトラネコの鋭い声が聞こえて、林太郎は思考の沼から引きずりあ

げられた。 

「もう一度言う。本を助け出すためにお前の力を借りたい」 

「借りたいって言われても・・・」 

 林太郎は賢命に言葉を選びながら、 

「悪いけど役に立つとは思えない。さっきも言ったけど、僕はただの引
きこもりの高校生だよ」 

 椅子に腰かけたまま、林太郎はとりあえず生真面目に応じる。生真面
目に応じさせるだけの迫力がトラネコにはある。 

 

 
 
R29 岡谷南 滝上 裕史 

生きるぼくら 原田マハ 
人生、今年の夏休みも蓼科に行くぞ。 

七月になると、息子の小さな頭を撫でて、父が言った。そのたびに、人

生は躍り上がって喜んだ。 

会えるんだ、会えるんだ。マーサばあちゃんに、会えるんだ。 

嬉しくって嬉しくって、飛び跳ねながら、大好きなばあちゃんに会いに
行く日を指折り数えて待った。 

夏休みの初日に、父の運転する車で、中央高速を飛ばして、一家は蓼科
へと向かった。 

興奮のあまり、まえの晩はいつもなかなか寝つかれなかった。 

明日、蓼科へ行く。ばあちゃんに会える。そう考えただけで、夜空を飛

んでいってしまいそうな気分だったのだ。 

諏訪南インターで高速を降りて、しばらく行くと、映画の場面がぱっと
切り替わるように、いきなり視界が拓ける。みずみずしい水田と、八ヶ

岳連峰が道の彼方に広がり、人生たちを迎えてくれるのだ。 

もうすぐ会える。ばあちゃんに会える。 

あの頃、確かに、人生少年の心には羽根が生えていた。 

あのとき生えていた、一対の羽根。 いつのまにか、なくしてしまっ
た。 

両親の離婚後、父の実家である蓼科へ行くことはままならなくなってし

まった。 
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第 39回 TSB 杯長野県高等学校新人放送コンテスト 審査要項 
 長野県高等学校文化連盟放送専門部   

審査会                              

 1.審査員は各部門６名以上の審査員で構成し、２名以上の専門職（放送局職員）と、４名以上の教育職（放送部顧問）があたる． 

 2.審査委員長には長野県高等学校文化連盟放送専門部事務局長がその任にあたり、各部門の審査会を統括する。    

 3.審査委員長の委嘱を受けた各部門審査員代表は審査会の意見を整理し、講評を行う。    

審査方法                             

 1.全部門を公開審査で行う。    

 2.各部門の使用メディアと発表方法は次のとおりとする。    

(ア) 番組部門（オーディオピクチャー部門・ビデオメッセージ部門・テレビ番組フリー部門、CM部門）    

     動画データをビデオプロジェクターで再生する。事務局作成のタイトル静止画に続き、各校クレジットより再生する。 

各作品冒頭のナレーション、インタビューのレベルを基準レベルとしステレオ再生する。    

(イ)アナウンス・朗読部門         

     舞台上で発表しスピーカーの音声で審査する。アナウンスは静止画、朗読はＢＧＭ使用不可とする（2020年度のみ）。    

     発表前にモニターレベル等を標準レベルにセットし、個々の発表者の音量調整は行わない。    

表彰・上部大会推薦                        

 1.別に定める基準により、参加全作品に、優秀、優良、奨励を授与する。    

 2.各部門１作品（計５作品）に「ＴＳＢ賞」を授与する。    

 3.優秀、優良、奨励の判定は以下による。    

  (ア)各審査員のつけた審査の観点ごと採点した点数を下記（採点・配点集計）に定める方法で、10点満点に再計算して判定する。 

  (イ)7.5点以上を優秀、6点以上 7.5点未満を優良、6点未満を奨励賞とする。    

 4.全国高等学校総合文化祭・北信越選抜大会への推薦は、各部門とも高得点順に決定する。  

  (ア)全国高等学校総合文化祭への推薦について    

（１）アナウンス部門・朗読部門 各３名    

（２）オーディオピクチャー部門 １作品    

（３）ビデオメッセージ部門   ２作品    

     ただし、番組部門（ビデオメッセージ部門、オーディオピクチャー部門）及び読みの部門（アナウンス部門 朗読部門）内での 

同一校による複数作品の推薦はしない。    

  (イ)北信越選抜放送大会（北信越地区高等学校文化連盟主催）への推薦について    

（１）アナウンス部門・朗読部門 各６名    

（２）オーディオピクチャー部門 ２作品    

（３）ビデオメッセージ部門   ４作品    

    ※同一高校の推薦は、各部門１作品とする。    

    ※棄権、失格等で推薦作品に欠員が生じた場合は、事後に専門部会長の判断で繰り上げて推薦することができる。    

5.代表決定の際、同得点の作品が生じた場合は、次の手順によって代表決定を行う。    

（１）専門職点の合計が多い方を上位とする。    

（２）得点合計（10点満点）で高得点をつけた審査員の多い方を上位とする。    

（３）それでも同得点の場合は、審査員全員の投票により決定する。    

失格                               

 1.様式規定（台本・原稿）や各部門の参加（制作）上の注意に反した作品は、当該校に事実確認の上審査会で審議し、    

  専門部会長の責任において失格とすることがある。    

 2.コンテスト終了後、著作物の処理等が完了しないなどの理由で、以後の作品の公開ができないと判断される場合は、    

  専門部会長の責任において、上部大会への推薦の取消、入賞の取消等を行うことがある。 

採点・配点・集計                         

 1.各審査員の独自の判断により採点する。    

 2.集計された得点を基にして審査会として集約し、審査結果にまとめる。    

 3.各部門とも別項の審査の視点ごとに、１点きざみの５点満点で採点する。    

 4.集計にあたっては、以下の方法で、小数点１位（２位以下を四捨五入）まで求め、得点とする。    

  (ア)審査の視点ごとに、審査員の得点の上下カットをして、平均点を算出する。    

  (イ)（ア）で求めた審査の視点ごとの平均点を、視点ごとの配点割合にしたがって、加重平均する。（１０点満点とする） 

審査基準                             

【１】アナウンス部門（Ａ）    

 1.郷土（長野県内）の話題を全国の高校生に伝える内容の原稿とします。発表は、番号、学校名、氏名に続いて原稿を読むものとします。 

発表時間は、番号の第１声から 1分 30秒以内とします。    

 2.審査の視点として  

  ア．原稿    

    （１）素材の選び方 （２）文章表現 （３）内容  

  イ．アナウンスの技術    

    （１）マイクの使い方 （２）発声 （３）アクセント （４）イントネーション（５）テンポ    

    （６）ポーズのとり方  （７）内容の把握    
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【２】朗読部門（Ｒ）    

 1.郷土にゆかりのある作家および作品の中から原文のままを一部選んで原稿とします。    

  発表時間は、番号、学校名、氏名、作者名及び作品名を含めて 2分以内とします。    

 2.審査の視点として  

  ア．原稿  

   （１）作品の選定 （２）朗読部分の抽出の仕方  

  イ．朗読の技術  

   （１）マイクの使い方 （２）発声 （３）アクセント （４）イントネーション  

   （５）テンポ  （６）ポーズの取り方 （７）内容の把握     

 3.アナウンス・朗読の配点について    

  各視点５点法で採点し、ア．の項を３０％、イ．の項を７０％として加重平均し計１０点満点としたものを得点と    

  します。    

【３】オーディオ・ピクチャー部門（ＡＰ）    

 1.郷土に関する話題を取り上げた作品とします。ステレオ音声とデジタル静止画像（25画像以内、ただし暗転画像は数に含まない）を 
一つの映像データにまとめた作品とし、発表時間は5分以内とします。    

 2.審査の視点と配点    

  テーマ点５点と、制作技術点５点に分けて配点する。    

  ア．テーマ点（５点）    

    テーマを設定し、番組内容にテーマを効果的に表現しているか。    

    ａ．テーマをよくとらえ見事に表現している  ｂ．テーマにふさわしい    

    ｃ．テーマにふさわしいが今一歩       ｄ．テーマからややずれている    

    ｅ．テーマにふさわしくない    

  イ．制作技術点（５点）    

   審査の視点として    

   （１）制作の手法 （２）取材の方法や努力 （３）企画構成 （４）演出・編集    

   （５）技術（録音・撮影の技術、アナウンスやナレーションの技術、音楽・効果音など）    

     ａ．特に優れている  ｂ．優れている  ｃ．普通である  ｄ．やや劣る  ｅ．はなはだしく劣る    

【４】ビデオメッセージ部門（ＶＭ）    

 1.郷土の話題を全国の仲間に伝える、自校オリジナルのビデオ作品とします。    

   内容、手法は自由で、発表時間は 5分以内とします。    

 2.審査の視点と配点    

   テーマ点５点と、制作技術点５点に分けて配点し、合計１０点満点とします。    

   ア．テーマ点（５点）    

    テーマを理解し、番組内容にテーマを効果的に表現しているか。    

     ａ．テーマをよくとらえ見事に表現している。  ｂ．テーマにふさわしい    

     ｃ．テーマにふさわしいが今一歩        ｄ．テーマからややずれている    

     ｅ．テーマにふさわしくない    

   イ．制作技術点（５点）    

    次の５点を審査の視点とします。    

    （１）制作の手法（２）取材方法や努力 （３）企画構成 （４）演出・編集    

    （５）技術（録音・撮影、アナウンス・ナレーション、音楽・効果音など）    

      ａ．特に優れている   ｂ．優れている   ｃ．普通である    

      ｄ．やや劣る      ｅ．はなはだしく劣る    

【５】テレビ番組フリー部門                 

 自由な発想で作られた、高校生らしい斬新な作品を評価します。発表時間は、１４分以内とします。    

 1.審査の視点と配点    

   テーマ点５点と、制作技術点５点に分けて配点し、合計１０点満点とする。    

  ア．テーマ点（５点）    

   テーマを設定し、番組内容にテーマを効果的に表現しているか。    

     ａ．テーマをよくとらえ見事に表現している   ｂ．テーマにふさわしい    

     ｃ．テーマにふさわしいが今一歩        ｄ．テーマからややずれている    

     ｅ．テーマにふさわしくない    

イ．制作技術点（５点）    

   次の５点を審査の視点とします。    

   （１）制作の手法（２）取材方法や努力 （３）企画構成 （４）演出・編集    

   （５）技術（録音・撮影、アナウンス・ナレーション、音楽・効果音など）    

      ａ．特に優れている   ｂ．優れている  ｃ．普通である    

      ｄ．やや劣る      ｅ．はなはだしく劣る    
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【６】CM部門                 

 自校をＰＲするオリジナルのＴＶＣＭ作品とします。 

内容の自由な発想で作られた、高校生らしい斬新な作品を評価します。 

 発表時間は、３０秒とします。    

 1.審査の視点と配点    

   テーマ点５点と、制作技術点５点に分けて配点し、合計１０点満点とする。 

  ア．テーマ点（５点）    

   テーマを設定し、番組内容にテーマを効果的に表現しているか。    

     ａ．テーマをよくとらえ見事に表現している   ｂ．テーマにふさわしい    

     ｃ．テーマにふさわしいが今一歩        ｄ．テーマからややずれている    

     ｅ．テーマにふさわしくない    

   

 

イ．制作技術点（５点）    

   次の５点を審査の視点とします。    

   （１）制作の手法（２）取材方法や努力 （３）企画構成 （４）演出・編集    

   （５）技術（録音・撮影、アナウンス・ナレーション、音楽・効果音など）    

      ａ．特に優れている   ｂ．優れている  ｃ．普通である    

      ｄ．やや劣る      ｅ．はなはだしく劣る 
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