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第 69回 NHK杯全国高校放送コンテスト 
（第 59 回 長野県大会） 

 

大会実施要項 
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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69回NHK杯全国高校放送コンテスト第59回長

野県大会 行動記録簿」に記録し、また「健康記録」用紙に大会前14日間の健康を記録し、各自６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「施設利用者名簿」に参加者の氏名、住所、電話番号を学校ごとに記入し、当日本部（受付）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（6/11・12両日）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、コロナ感染症対策のため、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（受付）に提出してください。 

 

７．ステージ上での発表時以外は、常に会場（客席内）では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、その場で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、マスクを外した状態での会話は控えてください。 

 

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．ゴミは各自で持ち帰ってください。 
 
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まとまり、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。 
 
１５．１日目午前の発声練習場所は、審査前までの視聴覚室と第２会議室です。左記以外での発声練習は控えてください。 

１日目午後(13:00〜)は音楽室を、２日目は視聴覚室・音楽室の２カ所を発声練習で使用できます。密を避け、分散 
して発声練習をしてください。上記以外の場所での発声練習は控えてください。 

 
１６．食事（昼食）場所の分散を心がけてください。 
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9:30~10:00 受付（２Ｆ ホワイエ） 

10:00~10:20 開会行事（ホール） 

ホール（審査会場）① 視聴覚室（審査会場②） 

10:30~12:30  《予選》ラジオドラマ部門 10:30~12:00 《予選》アナウンス部門 
12:30~13:10 昼食休憩 

13:10~13:30 《決勝》研究発表部門 12:00~13:00 昼食休憩 

13:40~15:00 《予選》テレビドキュメント部門 13:00~14:30 《予選》朗読部門 

15:10~16:30 《予選》テレビドラマ部門 14:30〜 翌日の準備 係職員・生徒 

16:30〜 翌日の準備 係職員・生徒   

!
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9:05D 審査結果発表（２F ホワイエ・視聴覚室・ホール内に結果を掲示） 

ホール（審査会場） 

9:15~9:30 受付 

9:30~9:40 開会行事（ホール） 

9:40~11:10 《決勝》ラジオドキュメント部門 《決勝》ラジオドラマ部門  

11:20~12:50 《決勝》テレビドキュメント部門 《決勝》テレビドラマ部門 

12:50~13:50 昼食 ホワイエなど （審査会場準備）  

13:50~14:35 《決勝》アナウンス部門 《決勝》朗読部門 

14:35~15:30 審査・講評 

15:30~16:00 閉会行事 

16:00~ 上部大会手続き（視聴覚室）  ※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) 発声練習は１日目午前は視聴覚室（審査開始前）・第２会議室（〜13：00）、午後は音楽室（13：00〜）を、２日目は視聴覚室・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、音の出る行為は控えて下さい。建物の外も発声練習は禁止とします。  

(2) 他の団体も施設を使用しています。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) ホール内では飲食は一切禁止です。昼食は、ロビー、２Ｆホワイエ、視聴覚室を使用してください。  

（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。  

・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。  

・会場前の道路は、駐車違反摘発の強化地域ですので、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) 番組部門においては、受付で渡されたアンケート用紙に、各作品の感想を書き、審査終了後に受付テーブル（ホワイエ）の高校名の書いてある袋に  

入れて下さい。  

(2) 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。  

(3) 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。  

(4) 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人ずつ指定の席に座り、進行係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。進行係は特に合図を送らないので、準備が整い次第、読み始めてください。 

  (3) 机上には、録音のための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。 

＜研究発表部門＞ 

  (1)  ライブによる審査か、事前に提出したデータによる審査を行います。 

 

４．全国大会出場者、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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8:30~ 機材搬入（長野吉田・岡谷南 生徒） ［ホール、視聴覚室］ 
8:45~ 役員顧問集合 挨拶・打ち合わせ（大味） 

会場準備（審査員席・舞台：岡谷南／視聴覚室：長野吉田 生徒）※吊看（ＮＨＫ清水） 

音響・映像仕込み（淺川 エクセラン生徒） 

受付準備（櫻井 長野西 生徒） 

［2Ｆホワイエ］ 

9:30~10:00 受付（櫻井 長野西生徒 4 名）   審査打ち合わせ会議（落合・椿） ［2Ｆホワイエ］/各審査会室 

10:00~10:20 

開会行事（進行 岡谷南 小林） 

1.高文連放送部会挨拶 栗山 嘉章（高文連放送部会長・木曽青峰高等学校長） 

2.ＮＨＫ挨拶 清水 亘（ＮＨＫ長野放送局 企画編成部） 

3.アドバイザー紹介 生田和徳（STUDIO IKUTA） 

4.2021 年度ＮＨＫ長野賞盾返還・レプリカ授与 

 （栗山 嘉章 高文連放送部会長・木曽青峰高等学校学校長） 

 （介添え ＮＨＫ清水・小林） 代表返還 テレビドキュメント部門 岡谷南高校 

5.審査員紹介（放送専門事務局長代理 長野吉田 大味） 

6.諸注意（岡谷南 小林） 

［ホール］ 

ホール（審査会場①） 視聴覚室（審査会場②） 

10:30~ 
12:30 

《予選》ラジオドラマ部門 
（進行：守屋 技術：淺川） 
※終了後審査会 統括（落合）［第３会議室］ 

10:30~ 
12:00 

《予選》アナウンス部門 
（進行：藤森  技術：淺川） 
   ※終了後審査会 統括（椿）［応接室］ 

生徒昼食［ロビー・ホワイエ・視聴覚室・音楽室］ ／ 引率顧問昼食（お弁当 ＮＨＫ清水・大味）［第１会議室］ 

ホール 12:30～13:10 ・ 視聴覚室 12:00～13:00 

13:10~ 
13:30 

《決勝》研究発表部門  
（進行：守屋 技術：淺川） 13:00~ 

14:30 

《予選》朗読部門 
（進行：藤森  技術：淺川） 

 
※終了後審査会 統括（椿）［応接室］ 

13:40~ 
15:00 

《予選》テレビドキュメント部門  
（進行：守屋 技術：淺川） 14:30~ 片付け・翌日の準備（小川 中村） 

15:10~ 
16:30 

《予選》テレビドラマ部門  
（進行：守屋 技術：淺川） 
※終了後審査会 統括（落合）［第３会議室］ 

 

16:30~ 翌日の準備（淺川） 
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9:00~ 専門委員集合、会場準備、受付準備 

9:05〜 予選結果掲示（大味・新家） 各校代表者は本部へ予選結果の用紙を取りに来る 
［2Ｆホワイエ］ 

9:15~9:30 受付（櫻井 長野西生徒 4 名）  審査打ち合わせ会議（進行 下川） ［2Ｆホワイエ］［第３会議室］ 

9:30~9:40 開会行事 審査員紹介（放送専門事務局長代理 長野吉田 大味） 諸連絡（岡谷南 小林） ［ホール］ 

9:40~10:20 《決勝》ラジオドキュメント部門（進行：黒澤 技術：淺川） 

［ホール］ 
10:20~11:10 《決勝》ラジオドラマ部門（進行：黒澤 技術：淺川） 

11:20~12:10 《決勝》テレビドキュメント部門（進行：黒澤 技術：淺川） 

12:10~12:50 《決勝》テレビドラマ部門（進行：黒澤 技術：淺川） 

12:50~13:50 生徒昼食 引率顧問昼食 （お弁当 ＮＨＫ清水・大味） 

12:40～13:40 顧問会［第２会議室］（大味） 審査会［第３会議室］ 

13:50~14:10 《決勝》アナウンス部門（進行：黒澤 技術：淺川） 
［ホール］ 14:10~14:35 《決勝》朗読部門 （進行：黒澤 技術：淺川） 

14:35~15:30 審査講評 番組部門 山田 悟  読み部門 中村 慎吾 

審査会  統括（ 下川 ）審査会［第３会議室］ 
［ホール］ 

15:30~16:00 

閉会行事（進行 岡谷南 小林） 

１．審査結果発表（大味） 

２．表彰（表彰状授与 栗山 嘉章（高文連放送部会長・木曽青峰高等学校 学校長）） 

  盾授与 番組部門 山田 悟  読み部門 中村 慎吾 

  （介添え ＮＨＫ清水・小林） 

３.模範朗読 朗読・アナウンス部門ＮＨＫ長野賞受賞者 

４.挨拶 高文連放送部会挨拶 栗山 嘉章（高文連放送部会長・木曽青峰学校学校長） 

５.連絡（大味） 

［ホール］ 

16:00~ 
全国大会出場手続き（林・大味・新家） 

会場片付け（専門委員・生徒）               17:00!"#$% ［視聴覚室］ 
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審査委員長  長野県高等学校文化連盟放送専門部会長   栗山 嘉章（木曽青峰高等学校 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（松本深志高等学校） 

事務局    林 直哉   大味 聡   椿 宏尚   淺川 和也   小林 愛美 

審査員 

6 月 11 日（土） 6 月 12 日（日）  

審

査

会

場

① 

《予選》ラジオドラマ部門、テレビドラマ部門、 

テレビドキュメント部門  

《決勝》研究発表部門 

落合 康隆（上田染谷丘）【統括】 

下川 俊介（飯山） 

押野 佳明（松本県ヶ丘） 

脇淵 良太（松商学園） 
研究発表部門 

しみず  わたる 

清水  亘（ＮＨＫ長野放送局 企画編成部） 

《決勝》ラジオ番組、テレビ番組部門 

    アナウンス部門、朗読部門 
ラジオ・テレビ番組部門 

やまだ  さとる 

山田  悟（ＮＨＫ長野放送局 放送部（制作）副部長） 

アナウンス・朗読部門 

なかむら  しんご 

中村  慎吾（ＮＨＫ長野放送局 放送部（アナウンス）） 

＊イブニング信州キャスター 
下川 俊介 （飯山） 【統括】 

田村 哲子 （上田） 

椿  宏尚 （松本工業） 

伊藤 光宏 （諏訪二葉） 

内山 由香里（伊那北） 

脇淵 良太 （松商学園） 

押野 佳明 （松本県ヶ丘） 

審

査

会

場

② 

《予選》アナウンス部門、朗読部門 

椿  宏尚 （松本工業）【統括】 

曽根原 洋一（大町岳陽） 

伊藤 光宏 （諏訪二葉） 

内山 由香里（伊那北） 

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 
11 日（土） 12 日（日） 

総務 
栗山（木曽青峰）○大味（長野）  
林（松本深志）  
新家（松商） 小林（岡谷南） 清水（NHK 長野） 

大会運営統括 
審査結果発表 

全国大会手続・会計 

 

進行 
ホール：守屋（蟻ヶ崎） 
視聴覚室：藤森（屋代） 

○黒澤（上田染谷丘） 司会・時間管理  

審査統括 番組：落合（上田染谷丘） 
読み：椿（松本工業） 

○下川（飯山） 審査会のとりまとめ  

台本審査 ○林（松本深志） 新家（松商） 
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 
○小林（上田西） 
 加藤（美須々） 
 笛田（エクセラン） 

○小坂（大町岳陽） 
 須藤（蟻ヶ崎） 
 利根川（岡谷南） 

・時間計測 
・読み部門は台本と 
の整合性チェック 

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 ○淺川（エクセラン） ○淺川（エクセラン） 技術全般 
長野舞台 照明 土屋 均 

音響 矢嶋 弘明 

集計 
賞状 

○甲田（上田） 
 石川（美須々） 

○甲田（上田） 
 石川（美須々） 
 笛田（エクセラン） 

得点集計 
賞状印刷 

・集計結果を審査会へ報告 
・審査講評を整理・返却 

受付 ○櫻井（長野西） ○櫻井（長野西） 
受付・提出物の整理 
審査表・感想用紙の 

返却 

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 
参加申込・感染対策要旨を本部へ 

会場 

1 日目  ホール      瀨木（長野） 
    視聴覚室     大味（長野吉田） 
2 日目 ホール    伊藤（長野） 
    視聴覚室 ・音楽室   小林（岡谷南） 

会場設営・片付け 
会場清掃状況確認 
ごみ等ないよう 
徹底お願いします 

各生徒 

記録 ○熊谷（松本蟻ヶ崎） 林（松本深志） 記録写真撮影  

* &'()*+% % ,-./01234% % % % % %  ,5674*
受付補助 長野西 ホール 1 日目 審査会場(全日) 2 日目 審査会場 

技術補助 エクセラン 
視聴覚室 

1 日目 9:00〜発声練習会場 10:30〜審査会場 

2 日目 発声練習会場（9:00〜17:00） 

会場設営 長野吉田 岡谷南 音楽室 発声練習会場（1 日目 13:00〜 2 日目 9:00〜17:00） 

 第１会議室 運営本部（集計室）（1 日目 全日〜2 日目） 

第２会議室 引率顧問控室・顧問会（1 日目全日～2 日目） 

第３会議室 審査会（1 日目全日〜2 日目） 

応接室 審査会（1 日目 9:00〜17:00） 

F()8*+4% % % % % % % % % % % % % % %%%%% % % % ,9:&;*+4!
看板・掲示物（吊看） NHK アンケート用紙回収袋 大味 プリンター ×２ 石川・淺川 

審査用紙・点数集計表 甲田 賞状用紙 新家 プリンター用紙（A4,A3,B4） 小林 

運営要項 小林 賞状用お盆 しなのき 事務用品（印章含む） 大味 

生徒用パンフレット 小林 レプリカ NHK ストップウォッチ 大味 

アンケート用紙 新家   パソコン(USB ケーブル) 甲田 
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番号 品  名 数量 用意担当 

1 審査用プロジェクター 1 エクセラン１ 

2 スクリーン 1 しなのき 

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

4 ノートパソコン 4 エクセラン４ 

5 ビデオカメラ一式(NX-5) 3 松本深志（含む 三脚・電源・ケーブル） 

6 レコーダー 1 エクセラン 

7 事務局機材一式（含む電源タップ） ALL 長野吉田 

8 マイクロフォン 3 NHK 

9 マイクスタンド 2 NHK 卓上フレキシブル＋立ちマイク 

10 マイクケーブル 3 NHK マイク↔ステージ下手パネル 10m×2 

11 ステレオ RCA‒XLR 2 NHK 

12 電源ドラム 6 松商学園 

 

 

第 58 回長野県大会ＮＨＫ長野賞受賞校（受賞者） 
《部門》           《高校名》         《作品名／名前》 

・ラジオドキュメント部門    松本深志高等学校      アカデミーはバカデミー 

・創作ラジオドラマ部門     岡谷南高等学校       ２位の連立方程式   
・テレビドキュメント部門    岡谷南高等学校       絶好調！ 
・創作テレビドラマ部門     岡谷南高等学校       太陽は昇る 
・研究発表部門         岡谷南高等学校       救え！レプリカ  

・朗読部門           岡谷南高等学校       池田 太陽 

・アナウンス部門        岡谷南高等学校       小平 くるみ 
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【番組部門】 

 
【研究発表部門】 

 

部門 No 学校名 作品名 部門 No 学校名 作品名

1 岡谷南 おねむ 1 松本深志 怖い話をします

2 松本深志 僕たちの避難所開設ワークショップ 2 岡谷南 私の居場所

3 松本蟻ケ崎 思いやる心 3 エクセラン 居場所って、イイ場所、、、？

4 松商学園 私とメイクと校則と 4 松本蟻ケ崎 黒いオムレツ

5 上田 ココロを磨け！！ 5 松本深志 はっけよい

6 大町岳陽 ＃届け 1 岡谷南 暗闇のサギ

7 エクセラン 旅立つ瞬間（とき） 2 松本美須々ケ丘 次は学園クーデター、学園クーデターです。

8 岡谷南 先生のジょうケン 3 長野吉田 僕らの泳ぐ理由

4 エクセラン 空を見上げてみて

1 岡谷南 糸をつむぐ 5 上田染谷丘 桜と、君と。

2 長野 パーフェクト 6 上田 夜の世界は別世界

3 上田 オーディナリー 7 松本深志 コクハクイシ

4 松本蟻ケ崎 世界は常に不平等 8 松商学園 昼どきレディオの時間です

5 長野西 ブレス 9 松本蟻ケ崎 雨のち晴れ　わたし時々ぼく

6 松商学園 希望の革命 10 長野吉田 すまいるらじお

7 松本美須々ケ丘 ６＋私たちの色 11 松本美須々ケ丘 乳化劇

8 岡谷南 つけてみお！ 12 岡谷南 平等な未来

テレビ

ドキュメント

テレビ

ドラマ

ラジオ

ドキュメント

ラジオ

ドラマ

1 岡谷南 挑め！リモート意識改革！
2 長野吉田 タブレットの道しるべ

研究

発表

回　数 年度 研発 TVﾄﾞｷｭ Ｒﾄﾞｷｭ TVﾄﾞﾗ Rﾄﾞﾗ アナ 朗読 参加校数 合計

58 2021 1 11 5 5 13 46 40 17校 121

57 2020

56 2019 4 10 10 7 12 55 45 14校 143

55 2018 3 12 9 7 13 77 54 14校 175

54 2017 4 10 8 8 13 84 47 14校 174

53 2016 7 10 10 8 12 69 68 15校 184

52 2015 3 10 10 10 14 57 67 16校 171

51 2014 2 11 6 7 13 48 54 14校 141

50 2013 2 8 8 9 9 41 49 14校 126

49 2012 2 10 4 7 12 38 50 13校 123

48 2011 3 8 7 8 10 42 48 14校 126

47 2010 3 9 6 9 8 38 48 15校 121

46 2009 4 9 5 5 10 36 51 17校 120

45 2008 3 8 6 9 9 34 43 16校 112

44 2007 3 9 6 9 7 45 41 15校 120

43 2006 2 9 8 7 9 48 53 17校 136

42 2005 3 14 5 6 8 42 51 19校 129

41 2004 2 11 5 5 5 40 45 16校 113

40 2003 1 9 8 6 6 52 46 23校 128

39 2002 3 14 8 4 6 34 46 18校 115

38 2001 3 9 6 6 6 31 45 18校 106

中止（交流会）

Ｎｏ 学校名 研究発表 TVドキュメント Rドキュメント TVドラマ Rドラマ アナウンス 朗読 総計

1 長野県屋代 2 2

2 長野県松本蟻ケ崎 1 1 1 1 6 4 14

3 長野県伊那北 1 1

4 大町岳陽 1 2 2 5

5 上田 1 1 1 4 4 11

6 長野西 1 3 3 7

7 長野県岡谷南 1 2 1 2 2 6 4 18

8 上田西 2 2

9 長野県松本深志 1 2 1 1 5

10 諏訪二葉 1 1

11 上田染谷丘 1 4 4 9

12 松本美須々ケ丘 1 2 6 3 12

13 松商学園 1 1 1 3

14 長野県長野吉田 1 2 3 4 10

15 長野 1 1 2

16 エクセラン 1 1 1 3 2 8

17 0

総計 2 8 5 8 12 38 37 110



 

【アナウンス部門】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 松本美須々ケ丘 町田　健心 まちだ　けんしん 1年 男 「未来の教室」について

2 岡谷南 中原　琉生 なかはら　るい 2年 男 授業中の居眠りについて

3 松本蟻ケ崎 中村　優花 なかむら　ゆうか 1年 女 吹奏楽部について

4 上田 高橋　明広 たかはし　あきひろ 1年 男 歩みを止めないランナー

5 上田染谷丘 堀内　結彩 ほりうち　ゆい 1年 女 SDGsを広める活動について

6 長野吉田 宇敷　修蔵 うしき　しゅうぞう 1年 男 校用業務員の２人について

7 エクセラン 伊藤 望 いとう のぞみ 1年 男 本校初のインターハイ出場選手について

8 長野西 原山　輝 はらやま　ひかる 1年 女 憧れの先生について

9 岡谷南 三井　萌加 みつい　もえか 1年 女 すみれさんと座禅

10 松本美須々ケ丘 堀内　佳苗 ほりうち　かなえ 1年 女 美須々の倍率について

11 松本蟻ケ崎 木村　健人 きむら　けんと 2年 男 黒いオムレツについて

12 大町岳陽 小林　明日香 こばやし　あすか 1年 女 岳陽高校山岳部について

13 上田染谷丘 津森　悠 つもり　はるか 2年 女 朗読ボランティア野本洋子さんについて

14 上田 瀧澤　天音 たきざわ　そらね 2年 女 カンボジア井戸プロジェクトについて

15 松本蟻ケ崎 小林　優真 こばやし　ゆうま 2年 男 新しくなった下駄箱について

16 岡谷南 両角　隆寿 もろずみ　たかとし 3年 男 藤森柊守くんについて

17 松本美須々ケ丘 飯塚　葵 いいづか　あおい 1年 女 みすずっ子ミーティングについて

18 長野西 藤牧　知瑚 ふじまき　ちこ 3年 女 司書の吉田先生について

19 松本深志 青木　花衣 あおき　かえ 2年 女 村上くんの土俵整備について

20 エクセラン 栁澤 真那美 やなぎさわ まなみ 3年 女 命の灯プロジェクトについて

21 長野吉田 藤澤　碧葉 ふじさわ　あおば 1年 女 長野吉田高校弓道班について

22 岡谷南 田中　愛夏 たなか　ほのか 1年 女 土田純士くんについて

23 松本美須々ケ丘 瀧聞　惟辰 たきぎく　いしん 1年 男 ドラム藤本壮志さんについて

24 松本蟻ケ崎 金井　朔夜 かない　さくや 3年 男 新しい文化祭について

25 上田 久保井　香月 くぼい　かづき 2年 女 教室の断熱ワークショップについて

26 上田染谷丘 石沢　麻琴 いしざわ　まこと 2年 女 柳の湯について

27

28 岡谷南 中村　光 なかむら　ひかる 2年 男 笠原清子先生について

29 松本蟻ケ崎 宮島　寿明 みやじま　としあき 3年 男 小林先生について

30 松本美須々ケ丘 久保　千歩乃 くぼ　ちほの 1年 女 鈴木千陽さんについて

31 長野吉田 北村　莉子 きたむら　りこ 3年 女 Ｆｉｚｚｙ　Ｄｒｉｎｋについて

32 エクセラン 深澤 曖菜 ふかさわ あいな 3年 女 朝清掃している生徒について

33 長野西 藤牧　和瑚 ふじまき　わこ 3年 女 先生について

34 上田 甘利　陽向 あまり　ひなた 3年 男 うえわちゃについて

35 上田染谷丘 荻原　百香 おぎはら　ももか 3年 女 テニス部の金井麻菜さんについて

36 松本美須々ケ丘 樋井　萌菜美 ひのい　もなみ 2年 女 演劇部の舞台公演について

37 岡谷南 楠　こむぎ くすのき　こむぎ 2年 女 ダンス愛好会について

38 松本蟻ケ崎 丸山　珠礼 まるやま　じゅれい 2年 女 お話かるたについて



【朗読部門】 

 
 

【会場案内】長野市勤労者女性会館しなのき（長野市西鶴賀町 1481-1） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 上田染谷丘 兒玉　爽太　 こだま　そうた 2年 男 グレート・ギャツビー

2 岡谷南 宮坂　春輝 みやさか　はるき 2年 男 よこまち余話

3 松本蟻ケ崎 降旗　菜々子 ふりはた　ななこ 1年 女 あのころ

4 長野吉田 利根川　楓珈 とねがわ　ふうか 2年 女 あのころ

5 上田 伊藤　美実 いとう　みみ 2年 女 よこまち余話

6 松本美須々ケ丘 奥原　ことみ おくはら　ことみ 3年 女 ノラや

7 長野西 田原　友那 たはら　ゆうな 2年 女 あのころ

8 上田西 土屋小百合 つちやさゆり 2年 女 枕草子

9 大町岳陽 田邉　実希 たなべ　みき 2年 女 あのころ

10 エクセラン 小松 紗依 こまつ さえ 3年 女 あのころ

11 屋代 相澤　晴奈 あいざわ　はるな 1年 女 よこまち余話

12 上田染谷丘 宮下　星音 みやした　せね 2年 女 ノラや

13 岡谷南 守屋　樹生 もりや　いつき 2年 男 あのころ

14 上田 上原　夏希 うえはら　なつき 2年 女 ノラや

15 長野吉田 菅沼　るあん すがぬま　るあん 3年 女 よこまち余話

16 松本蟻ケ崎 横山　美奈子 よこやま　みなこ 2年 女 あのころ

17 伊那北 内藤　真香 ないとう　まなか 2年 女 よこまち余話

18 長野西 服部　紗弥 はっとり　さや 2年 女 ノラや

19 松本美須々ケ丘 瀬島　さやか せじま　さやか 2年 女 よこまち余話

20 諏訪二葉 鎌倉　早百合 かまくら　さゆり 3年 女 よこまち余話

21 長野 畠口　真緒 はたぐち　まお 3年 女 よこまち余話

22 岡谷南 小林　港 こばやし　みなと 3年 男 あのころ

23 上田染谷丘 小西　真維 こにし　まい 3年 女 よこまち余話

24 松本蟻ケ崎 田野尻　涼寧 たのじり　すずね 2年 女 よこまち余話

25 長野吉田 伊藤　陽光 いとう　あきみつ 3年 男 あのころ

26 上田 相澤　祐月姫 あいざわ　ゆづき 2年 女 あのころ

27 エクセラン 永野 菜乃果 ながの なのか 3年 女 よこまち余話

28 上田西 鈴木楓 すずきかえで 2年 女 ノラや

29 屋代 宮坂　莉央 みやさか　りお 2年 女 グレート・ギャツビー

30 大町岳陽 宮永　神那 みやなが　かんな 2年 女 グレート・ギャツビー

31 松本美須々ケ丘 小松　威仁 こまつ　いひと 2年 男 あのころ

32 長野西 藤森　紗月 ふじもり　さつき 3年 女 よこまち余話

33 長野吉田 森　有稀 もり　ゆうき 3年 女 あのころ

34 上田 成澤　蒼一郎 なるさわ　そういちろう 3年 男 ノラや

35 上田染谷丘 西沢　一花 にしざわ　いちか 2年 女 ノラや

36 岡谷南 矢沢　琴羽 やざわ　ことは 2年 女 よこまち余話

37 松本蟻ケ崎 小林　美月 こばやし　みづき 2年 女 よこまち余話



 
アナウンス部⾨ 発表原稿 

 
A１ 松本美須々ヶ丘 町田 健心 

 「未来の教室」について 
長野県松本美須々ケ丘高校の校長である志津享先生は１年

前、「未来の教室」というプロジェクトに参加していました。

「未来の教室」とは、今の日本の教育方針を見直し、時代の

変化にあわせた新しい教育を行っていくことを目指すプロジ

ェクトです。今の時代、わからないことがあってもスマート

フォンやパソコンなどを使うことで、すぐに調べることがで

きてしまいます。そのため志津校長先生は「これからの時代

を生きていく子供たちに求められる力は、AI や様々なデータ

を利用し、よりよい解決策を考える力、『探究する力』が必要

になると私たちは考えています。」と語っていました。 

「探究する力」を育てていくため、全国の公立小中学校に学

習用タブレット端末を一人一台配布する動きが広がっていま

す。「未来の教室」の実現にはまだまだ課題が残りますが、近

い未来、新たな教育が行われているかもしれません。 

 

A２ 岡谷南  中原 琉生 

授業中の居眠りについて 
最近の高校生は、睡眠不足です。毎日の課題や、部活、塾に

SNS など、やることに追われて、夜遅くまで起きている人も多

いですよね。親や先生に「早く寝なさい」と言われても、 

なかなかそれができないのが現状です。このほど、放送部で

は、高校生の睡眠についてのアンケートを行いました。 

179 人中、164 人が、授業中に居眠りをしたことがあると答え

ています。92パーセントの生徒が、眠いんです。 

筑波大学で睡眠を研究している、神林先生によると、実際に

福岡県の明善高校では、昼休みに 15 分間の昼寝の時間を設け

ています。その結果、大学入試共通テストの成績が大幅に上

がったそうです。また、南高国語科の出野先生は、「実は教え

ている方もちょっと眠い時があるんです」とこっそり話して

くれました。15 分の仮眠で、その後の眠気が軽減されると言

われています。我が校でも、堂々と、昼寝ができるようにな

るといいですね。 

 

A３ 松本蟻ヶ崎 中村 優花 
吹奏楽部について 

「今年は一歩進んで、全国大会に行きたい」蟻ヶ崎高校吹奏

楽部部長の宮澤さんは、こう話します。去年、東海大会まで

出場した吹奏楽部は、さらなる目標のために練習にさまざま

な工夫を取り入れています。単に楽譜を見て演奏するのでは

なく、ロングトーンなどの基礎をメインに練習してきました。

表現力も全体のレベルもアップ出来るように心がけています。

部員一人ひとりが同じ目標に向かって力を入れる中、宮澤さ

んは、共に努力している仲間の存在を思い出します。どんな

に大変だと感じても、負けてはいられないと気持ちを奮い立

たせ、お互いを高め合っているそうです。吹奏楽部では、7 月

30 日に伊那文化会館で長野県吹奏楽コンクール中南信地区大

会を予定しています。課題曲として、「憂いの記憶ー吹奏楽の

ためのー」を演奏します。去年の結果を超えられるよう、仲

間との想いを胸に刻み、美しい音色を響かせます。 

 

A４ 上⽥  ⾼橋 明広 
歩みを止めないランナー 

１９９８年から今日に至るまで続いている長野マラソン。こ

の長野マラソンで２４年間走り続けているのが、上田高校で

教師をしている木村貴峰先生です。 先生は、陸上班の顧問

になったことがきっかけで、せっかくなら走ってみようと第

１回長野マラソンに参加しました。その後も毎年参加し、第

２４回まで全て出場しました。そんな中、足のけがによって、

思うように記録が縮まらないこともあったと言います。思う

ように練習もできず、モチベーションも上がらなかったそう

です。しかし諦めずに走り、ついには、第１回から毎回参加

している人にだけ与えられるゴールデンギプスを手にしまし

た。木村先生は、「第１回から参加し続けている最後の一人に

なるのが、私の野望です。」と話していました。現在では生き

がいにもなっているこの大いなる野望を胸に抱き、長野の地

で走り続けます。 

 

A５ 上⽥染⾕丘 堀内 結彩 
ＳＤＧｓを広める活動について 

「ＳＤＧｓ達成に必要なのは、自分たちに何が出来るか知る

ことかな」こう話すのは本校の三年生、鈴木結穂さんと中澤

紗理奈さんです。ＳＤＧｓとは国連が掲げている持続可能な

開発目標のことで、鈴木さんと中澤さんはＳＤＧｓを広める

ことを目的として活動をしています。そんな二人は去年、上

田市の海野町商店街振興組合でプレゼンテーションを行いま

した。その内容は海野町商店街に関するＳＤＧｓについてで

す。鈴木さんは「ごみの分別やエコバッグの持ち歩きなどと

いった日常的なことが大切です」と話します。また、「今回の

プレゼンテーションだけでなく、これからもＳＤＧｓについ

ての発信を続けていきたいです」と真剣な面持ちで語りまし

た。ＳＤＧｓ達成年限は二〇三〇年。八年後のその日まで。

私たち高校生には一体何が出来るのでしょうか。 

 

A６ 長野吉田  宇敷 修蔵 

校⽤業務員の２⼈について 
私たちの学校では⼾⽥さんと⼩林さんの⼆⼈が、校⽤業務員

として学校の整備をされています。⼆⼈は、校舎外では桜の
⼿⼊れや雑草の処理などを、校舎内では LED の設置や壁紙の
張り替えなどをされています。「⽣徒が過ごしやすい環境を作
る。」という仕事は学校のリフォームのようなもので⼤変そう
ですが、頑張れるのは「⽣徒がいるからだ。」と⼝をそろえて
⾔います。「俺らの仕事は、さぼろうと思えばさぼれる仕事だ
けど、絶対にそうはしない。⽣徒に⾃分の姿がどう映るかを
⼤事にしたいからだよ。⽣徒が俺の姿を⾒た時に、先⽣が頑
張っているから私も頑張ろう。と思わせたいんだ。」と⼩林さ
んは、⼆⼈が頑張る理由、そして⽬指す姿を語ります。⼆⼈
は今⽇も、「⽣徒が過ごしやすいように。」と私たちの学校の
よりよい環境づくりをされています。 
 
A７ エクセラン  伊藤 望 

本校初のインターハイ出場選手について 
風を切って走る「青い彗星」本校の卒業生の小山たいとくん

についた異名です。自転車競技を独学で極めた小山君。その

速さと青いユニフォームから、その異名はつきました。去年

のインターハイ予選では、初出場にしてほかの選手をぶっち

ぎり、独走で初優勝を飾り、インターハイの切符を獲得しま

した。実は、小山君が自転車競技を始めたきっかけは高校二

年生の時ハマったアニメ。アニメの聖地である静岡県を自転

車で巡りたいと思い、自転車競技を始めたそうです。８月２

０日、朝９時。天候は快晴。福井県大野市の市役所前を１０

４人の選手が一斉にスタートしました。コースの全長は８９

キロ。とても過酷なレースです。開始から１時間後、私たち

の前をトップで駆け抜ける小山君の姿がありました。結果は

１５位。しかし、小山君は「一瞬でもトップになれて気持ち

よかった」と目を輝かせていました。小山君を支えたのは、

ポケットの中に忍ばせた、好きなアニメキャラクターのカー

ドだったそうです。オタク育ちの青い彗星小山君。これから

の活躍も楽しみですね。 

 

 



A８ 長野西  原山 輝 

憧れの先生について 
おはよう！と誰よりも元気な挨拶をして教室に入ってくる女

性は、私のクラスの担任藤田先生です。学校一、気さくでリ

アクションがとにかく大きい。そんな先生に私は「教師にな

った理由」を聞いてみました。すると、先生はこのように答

えてくれました。「高校時代の担任が生徒と友達のように接し

ていながらも確たる信念を持って生活していた人で、憧れの

存在だった。」と、先生は昔を懐かしむように目を細めていま

した。人との関わりによって自分の目標が見つかる。だから

こそ、生徒にも人とのご縁は「一期一会」ということを伝え

たい。先生のそんな強い思いに、胸が熱くなるのを感じまし

た。私も人生を大きく左右するような出逢いがあってほしい

なと期待をいっぱいに今日も校門をくぐります。 

 

A９ 岡谷南 三井 萌加 

すみれさんと座禅 
空手で黒帯を持っている放送部 1年の伊藤すみれさんには、 

ちょっと変わった特技があるんです。 

それは「座禅」です。座禅は、姿勢を正して座り、精神を統

一させる仏教の修行法の一つです。座禅を組み、自分自身の

心を静かに見つめ直すことが目的とされています。すみれさ

んは、小さい頃に習っていた空手で、体を柔らかくするため

に始めたそうです。その成果なのか、10 歳で黒帯を取りまし

た。座禅の組み方には種類があります。すみれさんの組み方

は、結跏趺坐という、両足を組んで左右の足の甲を反対側の

ももの上に乗せるものです。すみれさんは、「空手を辞めた今

でも、気が向いたときに座禅を組みます。心が無になると、

落ち着いて安らげます」と話します。みなさんも勉強や部活

で疲れた時、ちょっと座禅を組んで、自分と向き合ってみて

はどうでしょうか。普段気づかなかった可能性や発見がある

かもしれません。 

 

A10 松本美須々ヶ丘 堀内 佳苗 

美須々の倍率について 
この春、長野県松本美須々ケ丘高校に 280 人の生徒が入学し

ました。昨年度の本校の高校入試の倍率は、１.２３倍と非常

に高くここ 10 年の中でも２番目の高さとなりました。 

新入生の飯塚葵さんは「倍率を見た時はかなりショックを受

けた。そのため、合格という結果に驚き、疑問すら覚えたが、

とても嬉しかった。これから、得意教科を更に伸ばせるよう、

努力したい」と語り、町田健心さんは「倍率が高く、不安に

なったがより一層頑張ろうという気持ちで受験できた。今後

も自分の限界に挑戦したい」と語りました。この他にも合格

したことへの喜びの声は、多く聞かれました。入学式から約

２ヶ月。１年生の新たなる挑戦はまだまだ続きます。 

 

A11 松本蟻ヶ崎  木村 健人 

黒いオムレツについて 
松本蟻ヶ崎高校には、「黒いオムレツ」という人形劇に参加

している生徒がいます。蟻高放送部の小林優真さんと丸山珠

礼さんです。人形劇を行っているのは桜むねの会です。桜む

ねは、様々な方法で乳がんの方のサポートを行っている、ボ

ランティア団体です。人形劇を通して、胸を失っても家族の

力で乗り越えていけることを伝える活動をしています。活動

に参加したきっかけを小林さんは、｢初めは取材と兼ねて参加

していたんですが、参加しているうちに相手を思いやる気持

ちに共感して、終わった後も参加するようになりました。｣と

話します。活動を通して丸山さんは、｢失うことの裏側には、

得ていく、学びがあることを伝えていきたい｣と話します。高

校生らしい視点から、桜むねの活動に新たな刺激を加えてい

ます。初めての上演は、８月に松本市社会福祉協議会で行わ

れます。 

 

A12 大町岳陽  小林 明日香 

岳陽高校山岳部について 
大町岳陽高校山岳部は去年、インターハイに出場しました。

山岳部のインターハイは団体戦です。大会中は山の中で生活

するので一人ひとりが自立していなければいけません。そこ

では、体力や知力、行動力などが問われます。特に山を登る

時は、安全性を一番重視しています。テントの設営や料理、

崖を登るクライミングなど、山の中では協力する事が一番の

安全に繋がります。それぞれが自分の強みを生かしマイナス

を補い合いながら頂上を目指します。部長の逸見さんは、｢去

年の三年生と約束した県大会優勝を果たしたい。」と決意のこ

もった表情で話してくれました。一人では乗り越えられなく

ても仲間がいれば乗り越えられる。山岳部は部員みんなで試

練を乗り越え目指す頂に向かいます。 

 

A13 上田染谷丘  津森 悠 

朗読ボランティア野本洋子さんについて 
毎年三月の終わりに千曲市で地域の朗読会が行われています。

代表を務めるのは、千曲市在住の野本洋子さん、７７歳。沢

山のボランティア活動をしている活発な女性です。野本さん

は、４７歳の時から朗読を始め、現在に至るまで様々なボラ

ンティアを経験されています。その中でも、特に力を入れて

いるのが、「コネット更級」での朗読の指導です。今年で２０

年目となるこの活動は、更級小学校の２年生から５年生で構

成され、毎日元気に朗読の練習をしています。ほかにも、中

高生に向けた活動を多く行っている野本さん。最近では、方

言で書かれたかるたの制作に尽力されています。ボランティ

ア活動に対し、野本さんは「私の家族や大切な人達が健康で

いてくれるからこそ今の私がある。好きな活動をしているこ

とが誰かのためになるなんて、こんなに嬉しいことはない」

と語ります。大好きな朗読を広めたい。朗読の指導をする野

本さんの姿は今日も輝いています。 

 

A14 上田  瀧澤 天音 

カンボジア井戸プロジェクトについて 
「カンボジアに井戸を、そして笑顔を送りたい」 

これはカンボジア井戸プロジェクトの副題です。現在５年目

となったカンボジア井戸プロジェクトには、３６名もの生徒

が参加しています。例年は現地へ行って井戸を掘るという活

動をしていましたが、今年は海外渡航ができません。そこで、

海外渡航ができるようになった時のために、井戸を掘るのに

必要な資金を、書き損じはがきや切手の回収などで集めてい

ます。代表メンバーの一人の土屋凜華さんは、「海外渡航がで

きない今でもきれいな水を飲めずに苦しんでいる人はたくさ

んいる。そのような人の力になれるように、私たちが今でき

ることを考えてやっていきたい」と真剣な表情で話してくれ

ました。また、新しい活動として、衣服を集めてそれらのお

金をワクチンの資金にしたり、カンボジアの以外の海外の支

援といった取り組みも計画したりしています。土屋さんたち

は、カンボジアの力になりたいという熱い思いを受け継ぎ、

新しいことに挑戦し続けます。 

 

A15 松本蟻ヶ崎  小林 優真 

新しくなった下駄箱について 
蟻ヶ崎高校の下駄箱が生まれ変わりました。蟻高は、2021 年

に創立百二十周年を迎えました。そこで、百二十周年記念行

事の実行委員会で記念行事が企画され、その中で生徒の声を

聞きました。生徒からサビが目立ち、ぼろぼろになってきた

下駄箱を新しくして欲しいという要望が多くありました。そ

して、四月、新しい下駄箱 40 台が昇降口に寄贈されたのです。

下駄箱を寄付したことについて、実行委員会の宮川さんは、

「毎日使われている下駄箱なので、入れ換えの日程を決める

のに意外と苦労しました。便利に使ってくれると嬉しいです。」

と話します。二年生の横山美奈子さんは、「下駄箱がきれいで



朝一番の気持ちが明るくなります。新しくなって良かったで

す。」と話します。同窓生の母校を思う心が、日々蟻高生を迎

えます。 

 

A16 岡谷南  両角 隆寿 

藤森柊守くんについて 
5月に行われた御柱祭で、3年生の藤森柊守くんが大活躍しま

した。7年に 1 度、柱を山から切り出し、里を曳いて神社に建

てる一連の祭りには、たくさんの役割があります。藤森くん

は「曳き子」と呼ばれる役を担当しました。曳き子は、御柱

を山から神社まで移動させる重要なものです。樹齢 200年の柱

はとても重く、大勢が力を合わせて曳きます。息が合わなけ

れば御柱は止まってしまいます。祭り当日、藤森くんは「前

回より人が少なくて大変。全然進まない。」と、最初は弱気で

した。しかし、みんなが疲れてきた後半、さらに大きな掛け

声を出して柱を進め、見事、御柱を曳き切ったのです。 

藤森くんは「最後に御柱が出来てよかった。この体験を自慢

していきたい」と誇らしげです。藤森くんは卒業後、警察官

になるために、県外へ進学します。7年に 1 度の御柱を成功さ

せた自信を胸に、今度は、大きな夢を、実現に向けて進めま

す。 

 

A17 松本美須々ヶ丘  飯塚 葵 

みすずっ子ミーティングについて 
私たちの学校、長野県松本美須々ケ丘高校にある「高校生の

声実行委員会」は年に２回行われる「みすずっ子ミーティン

グ」を開催しています。みすずっ子ミーティングとは、松本

美須々ケ丘高校の生徒たちが複数のテーマについて学年の枠

を超えて意見交換をするイベントです。なぜ松本美須々ケ丘

高校はみすずっ子ミーティングを開催するのでしょうか。そ

れは松本美須々ケ丘高校の生徒の考える力や、その考えを伝

える表現力を養うためです。高校生の声実行委員会の委員長

である、古幡翔さんはみすずっ子ミーティングについて、「生

徒に興味を持ってもらえるような議論のテーマを作るのが難

しい。けれどこのミーティングを開催することによって、松

本美須々ケ丘高校の生徒が活発に意見を考え、表現できるよ

うになったと感じており、とてもやりがいがある」と仰って

いました。将来必要不可欠である表現力を養うこのミーティ

ング、高校生である今、参加する環境が整っています。今し

か経験できないこのみすずっ子ミーティングにあなたも参加

してみませんか？ 

 

A18 長野西  藤牧知瑚 

司書の吉田先生について 
「日常生活に役立つ図書館をつくりたい。」そう話してくれた

のは吉田綾先生です。今年長野西高校の図書館司書として赴

任してきました。学生時代、彼女は国語や美術など様々な分

野に興味がありました。それを全て扱うことができると思っ

たのが、図書館司書になったきっかけです。「色々なジャンル

で生徒たちの成長を見守っていきたい。」と笑顔で話します。

しかし、長野西高校には二つの分校があります。今までは、

自分の学校の図書館だけで生徒たちを見てきましたが、今年

からは分校と行き来しなければなりません。「場所が増えても

一人一人のよりどころを崩すわけにはいかない。」そう話す吉

田先生。少しでも生徒の成長に繋げられる場所を作るため、

日々試行錯誤しています。今は分からないことを、スマート

フォンで調べることもできます。しかし、実際に図書館に足

を運び調べることで、得られるものや見える世界があります。

みなさんも学校の図書館を利用してみませんか。 

 

A19 松本深志  ⻘⽊花⾐  

 村上くんの⼟俵整備について 
本校には 20 年間使われることがなかった土俵があります。 

村上康生君はこの土俵を一人で整備しています。本校の土俵

は、相撲部が発足した 1939 年に作られました。戦後、クラス

マッチでも使われてきましたが、2000 年の校舎改築とともに

校舎の端に移され次第に忘れられていきます。村上くんは小

学生の時本校の土俵を知りました。入学後すぐに、荒れ果て

た土俵をみた村上君は、「土俵が泣いていた、経験者として直

さなければと痛感した」と話します。そして、村上君の土俵

整備の一年が始まりました。校庭の砂に埋もれていた土俵を

一人で整備し、少しずつ蘇えらせていきました。そして今年

６月、村上くんはこの土俵で相撲の稽古を再開しました。 

はっけよいのこった。 

 

A20 エクセラン  栁澤 真那美 
命の灯プロジェクト 

「恩返し」。それは、誰にでもできるものではありません。 
今年の 3 ⽉。とある恩返しをした⼈がいます。本校美術科を卒
業した、花岡瑛⼈くんです。幼少期から重度の⼼臓病で県⽴
こども病院に⼊院していました。4 回の⼿術を乗り越えた花岡
くん。闘病中、医師や看護師、共に病と闘う仲間が⽀えてく
れました。そんな⼈たちに恩返ししようと、学んできた美術
の⼒を使って「いのちのともしびプロジェクト」を企画しま
した。これは、灯籠にメッセージや絵を描いた紙を巻き、病
気と闘うすべての⼈に勇気を与えようとするものです。三⽉
⼋⽇、⽇が沈み始めたころ、病院の中庭が 500 個の灯籠によ
り幻想的な明かりに包まれました。⼊院中の⼦供たちは⼝々
に、「病気と闘う勇気が湧いてきた」と話します。プロジェク
ト成功後花岡君は「今⽇が迎えられたのは本当に奇跡。これ
からも美術の⼒で恩返ししていきたい。」と今後に意欲を⽰し
ます。花岡君の恩返しは、⼦供たちにいのちのともしびを絶
やさない勇気を与えてくれました。 
 

A21 長野吉田  藤澤 碧葉 

長野吉田高校弓道班について 
長野吉田高校の弓道班は毎週月曜日から土曜日まで活動して

います。長野県内に弓道部のある中学校はあまり多くありま

せん。そのため弓道班の班員は高校から弓道を始めたという

人が多く、一年生は入班してからしばらくの間はゴム弓と呼

ばれる道具を使用したり弓のみを用いながら射の形の練習を

したりしています。班全体の目標はインターハイの舞台に上

がることです。かつて団体部門において全国優勝も果たして

いる長野吉田高校弓道班。弓道班顧問の水野先生は、「自らで

考え、自らを律し、自ら勝つ。そのための工夫を班員全員が

出来る班になって欲しい。弓道を楽しんでもらえるように心

掛けている。先輩はたくさん練習してぜひ勝ってほしい。」と

話します。一年生の新たな班員を迎え、今日も長野吉田高校

の弓道場は弓を射る音に包まれています。 

 

A22 岡谷南  田中 愛夏 

土田純士くんについて 
南高に、ひときわ明るく燃え上がる、ムードメーカーが入学

しました。1 年生の土田あつとさんです。あつとさんは入学当

初から異彩を放ち、校長先生の「こんにちは」の挨拶に「こ

んにちは！」と大声で返し、周りの生徒の度肝を抜きました。 

自己紹介では「人を笑顔にするのが大好きです」と言い切り

ます。クラスメイトも、「教室が2倍くらい賑やかになる」「ク

ラスの太陽的存在」と、ポジティブに受け止めています。 

そんなあつとさんは、将来「消防士になりたい」と話してい

ます。実は、中学時代のバスケ部で、練習中に熱中症で倒れ

たことがあります。その時、かけつけた隊員の迅速な処置に

よって、無事元気になりました。あつとさんは、「その時から

人の役に立てる存在になりたいと思った。消防には救急救命

をする人もいる。火を消すだけじゃないんだぞ！」と、さら

に大きく笑います。あつとさんが振りまく笑顔の炎に関して

は、なかなか消火できそうにありません。 



A23 松本美須々ヶ丘  瀧聞 惟辰 

ドラム藤本壮志さんについて 
これからもセッションをするみんなに自分のグルーヴを届け

ていきたい。こう話すのは松本を拠点とし東組という名前で

バンド活動をしている藤本壮志さんです。 

藤本さんは小学１年生の時にドラムに出会います。ですが一

緒に始めた周りの子達がどんどん上達していくのを見て自信

を失い一時期はドラムに触れることすらできなかったそうで

す。そんなある日先輩から「所属してるバンドグループに入

らないか」と誘われます。試しにライブを見に行くとそのレ

ベルの高さに圧倒されたそうです。当時小学３年生の藤本さ

んはバンドグループに入ることを決めます。そして３年後藤

本さんの卒業式にクラスの発表として友達２人と共にステー

ジに立ちました。これが後の東組の誕生でした。今日も藤本

さんは東組のメンバーと共にステージで輝いています。 

 

A24 松本蟻ヶ崎  金井 朔夜 

新しい文化祭について 
ぎんが祭の賑わいが、蘇ります。蟻ヶ崎高校の文化祭である

ぎんが祭は、コロナ禍で二年間一般公開されませんでした。

今年の第 74 回ぎんが祭は、6 月 24 日から 27 日までの４日間

開催され、二日目と三日目は一般公開されます。しかし完全

に例年通り一般公開をすることは難しく、制限をかけて行わ

れます。ぎんが祭実行委員長、ますざわしゅうと君は「その

話を聞いたときは結構ショックだった、だけどこんな状況で

も出来ること、こんな状況だからこそ出来ること、それを考

えて実行することが、今年の文化祭を成功させるのに欠かせ

ないと思った。」と話します。更に、「簡単で安心に成功でき

ることばかりやるんじゃなくて、難しいけどもし成功できた

ら、ということに取り組んでいきたい。」と熱意を語りました。

三日目の後夜祭には蟻高生徒にも明かされていない秘密の企

画もあります。楽しみにしていてください。 

 

A25 上田  久保井 香月 

教室の断熱ワークショップについて 
「地球温暖化防止のために、自分にできることを。」そんな思

いを語ってくれたのは、本校の２年生、桑田彩葉さんです。

桑田さんが行ったのは、生徒が自らの手で教室を断熱する工

事を行うワークショップ。市内のNPO法人の提案・協力も得て、

参加した生徒たちで壁に断熱材を入れ、窓を２重にするなど

の工事を行いました。断熱後の教室で実施した調査では、室

内の温度が一定に保たれていることを確認。生徒の間からも、

「過ごしやすい気候になった」「断熱に対する関心が高まった」

という声が上がっています。桑田さんは、「高校生である私た

ちが活動することで、環境問題に関心を持つ生徒を増やして

いきたい。これは始めの一歩」だと力強く語ってくれました。

海外の学生も参加する会議でも発表するなど、活動に広がり

を見せている桑田さん。彼女の踏み出した小さな一歩が、私

たちの意識にも変化をもたらしています。 

 

A26 上田染谷丘 石沢 麻琴 

柳の湯について 
「いらっしゃいませ」暖簾をくぐると番台から女将さんの元

気な声が聞こえてきます。ここ、「柳の湯」は上田市柳町にあ

る銭湯です。戦後まもなく開業した柳の湯は、当時の面影が

ところどころに残ります。柳の湯を利用するのは高齢の常連

客がほとんどです。長年、柳の湯を利用する女性は、「背中を

流し合ったり、最近の話をしたり。コミュニケーションも一

つの楽しみです」と、笑顔で話します。一方、番台の杉本厚

子さんは、利用者の高齢化と減少に頭を抱えています。コロ

ナ前は様々な人が訪れていた柳の湯。以前は文化祭が近くな

ると多くの高校生で賑わいました。杉本さんは、「高校生のよ

うな若い人たちが、地域の銭湯を活性化させてくれると嬉し

い」と、語ります。 

気兼ねなく、人とふれあい、地域のことが見えてくる。これ

が杉本さんが思う銭湯の良さ。皆さんも一度、柳の湯で背中

を流してみませんか？ 

 

A28 岡谷南  中村 光 

笠原清子先生について 
書道の笠原清子先生が、先日、40 年間の教員生活を終えられ

ました。南高では２２年。私たちに書の魅力を伝え続けてく

ださいました。そんな先生が最も印象的と話すのは、卒業証

書の作成です。教師になって以来毎年、年度末に卒業生全員

分の証書に筆を入れます。名前、生年月日、学籍番号。 

１枚５分ほどで書き上げますが、200人分となると 1週間以上

かかるそうです。生徒が多い時代には、500人分を超え、 

書いても書いても終わらず、とても辛い仕事だったと言いま

す。そんな時は、生徒の顔を思い浮かべ、名付けた親の気持

ちを思いながら、これは自分に課せられた修行だと心に決め、

丁寧に書き続けました。そして、「こんなに立派な証書をもら

える学校を卒業したんだと、誇りを持って欲しい」と振り返

ります。笠原先生が書いた卒業証書は、40 年間でおよそ 8 千

枚。その 1文字 1文字が、卒業生へのメッセージです。 

 

A29 松本蟻ヶ崎  宮島 寿明 

小林先生について 
コロナ禍で、ラジオＤＪになった先生がいます。松本蟻ヶ崎

高校家庭科の小林真寿美先生です。令和２年度入学生は、入

学してすぐに二ヶ月の休校になりました。そこで、1年 6組の

担任の小林先生は「突然の休校で気持ちが沈んでしまった生

徒達を元気づけたい。」と思い、動画投稿サイトに『HR ラジオ

Ｒock Me』を投稿しました。番組では、副担任の先生と教師

になったきっかけなど、進路に関わる話や高校時代の思い出

などの話をしました。先生の作るラジオトークは好評で、生

徒から「楽しかったです。小林先生のことが少し分かりまし

た」など多くのコメントが寄せられました。活動の原動力に

ついて小林先生は「好奇心と、面白い先生と言って貰うこと

です。」と話します。ラジオトークは限定公開なので、今は聞

くことが出来ませんが、聞きたい人は、家庭科研究室の小林

先生のところに行ってみてください。 

 

A30 松本美須々ヶ丘  久保千歩乃 

鈴木千陽さんについて 
大切にしていることは、何事にも全力で取り組むこと。こう

話すのは一輪車競技に励む鈴木千陽さんです。千陽さんが競

技を始めたのは、小学校２年生の秋、競技をやっていた先輩

に誘われたのがきっかけでした。千陽さんはとても努力家だ

と千陽さんの友人は話します。何事にも全力で取り組む、こ

の言葉の裏には、千陽さんの競技に対するたくさんの努力の

経験が詰まっています。そして今もなお競技を続けている千

陽さんの目標の一つに芸術館での発表を成功させると言うこ

とがあります。この一輪車を発表することのできる場という

のは、千陽さんにとって、挫折しそうな時や、辛い時などに、

頑張ろうと思うことのできる、モチベーションの一つになっ

ています。また千陽さんは、もう一つ大きな目標を掲げてい

ます。それは、関東大会、全国大会で共に五位入賞をすると

言うことです。千陽さんは二つの大きな目標に向かって、今

日も一輪車に乗り続けます。 

 

A31 長野吉田  北村 莉子 

Fizzy Drinkについて 
５月のライブに向けて練習に励んでいるのは、本校３年生の

バンド、Fizzy Drinkです。今まで５回以上のライブをしてき

た Fizzy Drink ですが、県内最大規模のライブハウス、JUNK 

BOX で演奏をするのは今回が初めてです。出演依頼を受けたの

は、1 か月半前のことでした。当時を振り返ってメンバーは、



「初めての大きな会場でのライブになるので、とても嬉しか

った。」と話します。しかし、大きな会場だからといって、特

別な練習をするわけではありません。お互いに指摘し合い、

いつも通りの練習を積み重ねます。ギターの保科さんは、「程

よい緊張感の中で、普段の私たちの演奏をできるようにした

い。」と決意を表しました。バンド名である Fizzy Drink は、

日本語にすると、炭酸飲料という意味です。Fizzy Drinkはさ

わやかな笑顔で、はじけるような演奏を皆さんに届けます。 

 

A32  エクセラン  深澤 曖菜 

朝清掃している生徒について 
毎朝 7 時。誰もいない静かな校舎に、サッサッサッとほうき

の音が響いています。1 人で黙々と清掃をしているのは、本校

福祉科３年の塩原海斗くんです。塩原くんが朝清掃を始めた

きっかけは、入学当初の新型コロナウイルスによる休校でし

た。休校が明け、久しぶりに登校した塩原くんはショックを

受けます。「あんなに綺麗だった校舎が２か月の間でひどく汚

れていた」そこで、塩原くんは毎朝学校の清掃をする事を決

意します。今年の３月で朝清掃を始めてから２年 3ヶ月が経ち

ました。初めの頃は塩原くんの姿を見て一緒に清掃をしてく

れた人も居たと言いますが、現在は塩原くんただ１人です。

塩原くんは、「１人でも全然平気です。学校が綺麗になると僕

も嬉しくなります。朝清掃は卒業式の日まで続けたいです。」

と話してくれました。塩原くんは今日もほうき片手に誰もい

ない校舎で清掃に励んでいます。 

 

A33 長野西  藤牧和瑚 

先生について 
長野西高校にはカエルのことが好きな先生がいます。生物科

の千葉亮先生です。地球上には約７０００種のカエルがいま

すが、中でもヒキガエルが好きだと言います。千葉先生は大

学時代にヒキガエルの本を読みました。そしてカエルについ

てもっと知りたいと思い、本を書いた先生の研究室まで足を

運びました。カエルの話を聞き実際に見たことでのんびりと

生活する姿にひかれました。カラスに足を食べられたカエル

が自然界で１０年近く生きたことが特に印象に残ったそうで

す。弱いものでも懸命に生きようとするカエルの社会に素晴

らしさを感じていました。しかし、カエルが好きだと言うと、

カエルは気持ち悪いと言う人が圧倒的です。千葉先生は、「カ

エルの生き方を観察すると良いところが見えると思う。生き

物を別の視点から見ることが大切だ。」と話します。千葉先生

は、今日もより多くの人にカエルの魅力が伝わってほしいと

願います。 

 

A34 上田  甘利 陽向 

うえわちゃについて 
「わちゃわちゃする」と聞くと、いろいろ人が集ってワイワ

イと楽しく話している、そんなイメージを持つ人が多いので

はないでしょうか。上田高校の林真由さんは約 1 年前、「うえ

だいすきっこわちゃわちゃ大作戦」、略して「うえわちゃ」と

いう団体を立ち上げました。林さんが求める「わちゃわちゃ」

は高校の枠を超えて、大学生や商工会など、様々な立場や考

えの人と対話し、上田の未来について考えることです。うえ

わちゃでは、イベントの運営、またポスターや紹介動画の制

作なども行ってきました。そのイベントの様子を見て、心を

動かされうえわちゃに理解を示してくれる人もいると言いま

す。林さんは「私たちと同様に街全体も今までのものにとら

われず、様々な立場や考えを受け入れることで上田の未来に

つながるのでは」と話します。若いエネルギーが多様なエネ

ルギーと融合しどんな化学変化を起こすのか、林さんは今も 

「わちゃわちゃする場」を広げています。 

 

 

A35 上⽥染⾕丘 荻原 百⾹ 
テニス部の金井麻菜さんについて 

上田染谷丘高校には、校内で有名なソフトテニス部員がいま

す。三年生の金井麻菜さんです。麻菜さんはテニスをやって

いた両親の影響を受け、小学校三年生でテニスを始めました。

六年生になると県で一位まで上り詰め、去年は高校二年生に

して全国大会を経験しています。麻菜さんは普段は落ち着い

ていて少し人見知りな性格をしていると言います。そんな麻

菜さんを別人のように変えてしまうスポーツ。それが、テニ

スです。誰よりも強い気持ちを持ってどんな球でも打ち返す

対応力。対戦相手の癖や強みをよく研究し、毎回万全の体制

で大会に臨んできました。麻菜さんは、「どんなに自分が焦っ

ていても、表情には一切出さないのが私の強さだと思う。」と

話します。六月に控えるのは全国大会二年連続出場をかけた

最後の県大会。今日もテニスコートは練習に励む麻菜さんの

姿が輝いています。 

 

A36 松本美須々ヶ丘  樋井 萌菜美 

演劇部の舞台公演について 
先月、松本市内の劇場で、松本美須々ケ丘高校の演劇部によ

る舞台公演が行われました。初めて、一般のお客さんを入れ

て行われた今回の公演は舞台作りから始まり、設営から運営

まで全てを、部員たちで行いました。部長の市川さんは「自

分たちの舞台を作る他にも、やることがたくさんあり難しか

ったです。けれど、それ以上に、これが演劇なんだと実感し

ました。」と話します。当日は、開場時間直前まで練習が続き

ました。役者も裏方も、全員が最大限に舞台を楽しみ、２日

間行われた公演では、90 人以上の観客を感動へと引き込みま

した。市川さんは「マスクをつけながらの毎回の練習はとて

もきつかったけれど、本当に幸せな時間を過ごせました。」と

話します。演劇部の挑戦はこれからも続いていきます。 

 

A37 岡谷南  楠 こむぎ 
ダンス愛好会について 

この春、南高にダンス愛好会が発足しました。２年生の岩井

愛佳さんを中心に、１年生 6人を迎えた 8人で活動をしていま

す。中高生に人気のK-POPやクールな洋楽など、幅広いジャン

ルのダンスを放課後、地域の総合体育館で踊っています。「早

く部活になって、正式に認められたい。」と意気込む愛佳さん

ですが、ダンスをやろうと決心したのは、入学前だったとい

います。きっかけは、中学の進路学習でもらった学校案内。

冊子にはダンス部の記載があり、南高進学の決め手になりま

した。ところが入学すると、ダンス部がなかったのです。あ

とから冊子の修正ミスだったことがわかりました。愛佳さん

は、「それなら自分で創ってやろうと思った。時間は少ないけ

ど、全力でダンス部にしてみせる。」と、愛好会を立ち上げた

のです。いま、ダンス愛好会では、来年 4月の創部を目指して

新入部員と顧問の先生を大募集しています。 

 

A38 松本蟻ヶ崎  丸山 珠礼 

お話かるたについて 
この春、卒業生の４人が「お話かるた」を作りました。題材

にしたのは「ピアニストの兵隊さん」。これは、私たちの大先

輩、古畑浩子さんが、お母さんの戦争体験をまとめた一冊の

手記です。手記には、戦中や戦後に、音楽で交流した進駐軍

の兵士たちとの様子が書かれています。去年、古畑さんを招

いた授業で、かるた作りは始まりました。短歌や川柳に詠ま

れた手記の要点を、葉書サイズのかるた 16 枚に分けました。

かるたの半分には歌を、もう半分には、生徒による可愛らし

いタッチの絵が添えられています。制作した去年の3年生、輪

湖萌花さんは、「あふれ出るショパンの調べ奏でる手、この手

がほんとに銃を取ったの？ この歌が胸に刺さった。忘れた

い痛ましい話でも、今生きている私たちが伝えていかないと」

と話しています。兵隊さんのお話は「かるた」となって、若



い世代へと語り継がれます。 

 
 

朗読部門 発表原稿 
 
R１ 上田染谷丘  兒玉 爽太 

グレート・ギャツビー フィツジェラルド 
家を見たあとでは、庭や、プールや、高速モーターボートや

夏の花々を見る予定だった――ところが、窓から見ると外は

また雨が降りだしていた。それでぼくたちは一列にならんで

波立つ「海峡」の水面を眺めた。「霧がなければ、入江のむこ

うにあなたの家が見えたんですがね」ギャツビーが言った

「お宅の桟橋の突端のとこに、いつも夜どおし緑色の電燈が

ついているでしょう」デイズィはいきなりギャツビーと腕を

組んだ。しかし彼は、いま言った自分の言葉に心を奪われて

いるらしかった。その光の持っていた巨大な意義が、いまは

永遠に消滅してしまったと、ふと思ったのかもしれぬ。自分

とデイズィを隔てている大きな距離に比べれば、いままでそ

の光は彼女のすぐそばに、ほとんど彼女にふれることもでき

る距離にまたたいているように思われていた。月と星との仲

のように、彼女の身近な存在とそれは感じられていた。それ

がいまでは、また単なる埠頭に輝く緑の灯にすぎなくなった。

彼の心を魅惑するものの数は一つ減ったのである。ぼくは、

薄暗い中ではっきりとは見えぬいろいろなものをしらべるよ

うに見ながら、部屋の中を歩きはじめた。 
 
R２ 岡谷南  宮坂 春輝 
 よこまち余話  木内昇 
「困ります」浩一は食い下がった。小銭をかき集めて光月堂

に行ったのに、「お代はいいよ。うちからのご祝儀だ」と親爺

さんはその金を受け取ろうとしないのだ。「それはやっぱり、

どうしたって困ります」しつこく云い募ると、終いに親爺さ

んは、「やるっつったらやるんだ！ 月に一度っきゃ来なくて

も、一応はお得意さんなんだからよっ」と、乱暴に云い捨て

て、とっとと作業場に引っ込んでしまった。浩一は身をすく

め、どうしていいかわからずに立ちつくす。「あれで、うれし

くってしょうがないんですよ」親爺さんの代わりにまんじゅ

うを包みながら、お弟子さんが云った。彼はここしばらくの

間にニキビが消え、頬とあごも精悍に尖ったようだった。浩

一と歳はさほど変わらないはずだが、浩一よりずっと先にい

る顔になった。「弟さんが中学に受かったのも、浩一さんがお

祝いのことでうちに相談に来てくれたのも、親父は両方とも

うれしかったんですよ」浩一は、袋を受け取ってもまだまご

まごしていた。長く逡巡したあと、天啓を得たように頭を撥

ね上げ、「そうだ、草餅」と叫んだ。ポケットから小銭を取り

出して、「草餅をふたつください」と、お弟子さんに頼む。

「気を使わなくてもいいですよ」 
「いえ。僕が食べたいんです。春が来ましたし」 
 
R３ 松本蟻ヶ崎  降旗 菜々子 
あのころ  さくら ももこ 

オヤジは急に声を低くし、「いいか」と言った。私達はうな

ずいた。こうして大人から秘密を教えてもらえる状況という

のは、何かスパイの組織のメンバーになったような気がして

ワクワクした。冷静に考えれば、こんなろくでもないオヤジ

の所属する組織のメンバーになったりしたらワクワクするど

ころか人生終わりである。だが冷静さを失っているので仕方

があるまい。オヤジは手に持っていたカードを我々の目の前

に出し、「このカードは、こういうふうに絵が半分ずつ描いて

あるから、うまく人に見せればまるでまほうのカードのよう

に絵が変わって見えるのだ」と言いながらもう一度実演して

みせた。非常に単純な仕掛けである。まほうではなかったの

だ。“まるでまほうのカードのように”見えるだけだったのだ。

私の欲望はシュルシュルと音をたてて失望に変わった。もう、

こんなカードは欲しくないが、オヤジの説明を聞いてしまっ

た者は絶対にこれを買わなくてはならない。いらないなどと

言ったら殺されそうである。オヤジは、表面こそ笑って売っ

ているが、その仮面の下には怖い一面が隠されているのだ。

そういう人間である事を、子供は皆暗黙のうちに気づいてい

たので誰もオヤジに逆らったりしなかった。私もおとなしく

百円玉を渡しカードを受け取った。 
 
R４ 長野吉田  利根川 楓珈 
あのころ  さくら ももこ 

一年間ばかり、宇野先生はうちに来てくれていたが、大学を

卒業することになり下宿先から実家に帰る都合で家庭教師を

辞める日がやってきた。その日もいつも通り姉の友人達がう

ちに集まり、宿題をやり、母の作った夕飯をみんなで食べて

過ごした。幼い私は、その日限りで宇野先生に会えなくなる

という実感が湧かず、寂しさも悲しさもなくただそこにいた。

母がやってきて、私にキチンとあいさつをするように言った

が、私はいつも通りに「またね」と言って笑って手を振った。

宇野先生も「またな」と言って手を振っていた。私は外へ出

て、宇野先生のバイクが遠ざかってゆくのを見ていた。見え

なくなるまで見ていた。それからもう二十五年も過ぎてしま

った。宇野先生が、今どこで何をしているのかも私にはわか

らない。私のことを憶えていてくれるかどうかもわからない。

死別に近い別れだったのである。なのに当時はそれに気づか

ず、「またね」と言って笑った自分の幼さが哀しい。そして宇

野先生の「またな」という言葉を信じていたことも。 
 
R５ 上田  伊藤 美実 
 よこまち余話  木内 昇 
灯りの消えた家の前に立って、浩三は「齣さん」と呼びかけ

る。返事は今日もない。もう一度声を掛けたところで、向か

いの戸が乱暴に開いて、「しつこい小僧だねぇ、毎日毎日」と、

トメさんが声を張りあげた。「何日か家を空ける、って云い置

いて出掛けたんだろ。帰ってくるまで何度来たっていないも

んはいないよ」「でも、もう三日も経ってるんだぜ。齣さん、

そんなに長く家を空けたことないのにさ」浩三はバツが悪く

なって身体を揺すった。「仕方ないだろう。遠くまで行ったん

だから」「遠くって、どこまで行ったのさ」「ずっと遠くだ。

先の世まで行ったんだよ」「先の世？ 先ってなんだよ」浩三

がむくれると、トメさんは眉間に深いシワを刻み、「あたしゃ

侍女じゃないんだ、知らないよ」と尖り声ではねつけて、ピ

シャリと戸を閉ててしまった。浩三は頬を膨らましてから、

齣江の家の格子窓に耳を押しあてる。布をしごく音も、裁ち

鋏を使う音も、中からはやはりなにひとつ聞こえてこない。 
 
R６ 松本美須々ヶ丘 奥原 ことみ 
ノラや 内田百閒 

私が湯殿に掛かつてゐる手拭で手を拭く為に戸を開けると、

眠つてゐるノラが薄目になつて半分目をさまし、眠たさうな

声でニヤアと云つて私の気配に挨拶する。或はくるりと上半

身だけ仰向けになる恰好をして、頤を上に向けて、そこを掻

いてくれと云ふ風をする。そのつもりで戸を開けたのではな

いが、向うがそんな恰好をすれば、つい簀子を踏んでノラの

傍らへ行き、寝てゐる頭を撫で、頸筋から背中をさすつてや

りたくなる。 
さすりながら顔を寄せて、「ノラや、ノラや、ノラや」と云ふ。

別に寝てゐる猫を呼んで起こさうと云ふつもりではない。も

との低い物置小屋の屋根から降りて来た野良猫の子のあんな

に小さかつたノラが、うちで育つてこんなになつてゐる、そ

れが可愛くて堪らない。「ノラやノラやノラや」と云つて又さ

すつてやる。 
 
 
 



R７ 長野西  田原 友那 
あのころ さくらももこ 

さて、新学期になり宿題を提出することになった。先生は

私の父の作った工作を見て非常に感心し「この箱はとてもう

まくできているね。コレ、自分で作ったの？」と尋ねてきた

ので、私はうろたえながら「……ハァ、あの、少しだけお父

さんに手伝ってもらったけれど、だいたい自分でやりました」

と、その場しのぎの返答をした。…こんなにうまくできてい

る物を、小学三年生が”だいたい自分でやった”わけがない

ではないか。本当は全部父親がやったものを口から出まかせ

で子供が言っているに違いないと、先生は悟ったうえで黙認

してくれていると私は子供心に信じていた。まさか先生が本

気で”だいたい自分でやった”という私の言葉をうのみにす

るとは思えなかったからだ。ところが先生は「へーっ、だい

たい自分でやったのか。えらいね。こういう箱がクラスにも

う一個あると便利だから、今日の放課後学校に残ってひとつ

作って帰ってくれ」という指令を出してきたのである。「えっ

……」と思った。「えっ」としか思う言葉がなかった。できる

わけないではないか。 
 
R８ 上田西  土屋 小百合 
枕草子 清少納言 
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R９ 大町岳陽 田邉 実希 
あのころ  さくらももこ 

私もおとなしく百円玉を渡しカードを受け取った。盗みを犯

してまで手に入れるほどの物ではなかったなぁ・・・と思い、

こんなくだらない物を持っている事が非常に恥ずかしくなっ

てしまった。こんな物を持っている事が世間にバレたら笑い

者になるような気がした。家に帰ると、案の定母は怒ってい

た。くだらないカードのために犯した罪により、これから私

は叱られるのである。叱られる前に、一応カードのまほうを

見せて母の怒りをやわらげようとし、「お母さん、ホラ、この

カード不思議だよ。中国製だってさ。ちょっと見てよ」と言

って技を披露してみせたが、あっさりタネを見破られて終わ

った。家族の誰もがこのカードのタネを簡単に見破り、驚く

者はひとりもいなかった。それどころか、私がそのカードを

見せるたびに「それ、銭箱の金を盗って買ったんだろ」と罵

られ、気分は最悪になった。その後、まほうカードは仏壇の

隅に置きっぱなしで何日か過ぎ、気まぐれに線香をあげた時

などにたまに見かけたが、いつのまにかなくなっていた。い

つのまにかなくなった事だけが”まほう”のようであった。 
 
R10  エクセラン  小松 紗依 
あのころ  さくらももこ 

さて、新学期になり宿題を提出することになった。先生は私

の父の作った工作を見て非常に感心し「この箱はとてもうま

くできているね。コレ、自分で作ったの？」と尋ねてきたの

で、私はうろたえながら「･･････ハァ、あの、少しだけお父

さんに手伝ってもらったけれど、だいたい自分でやりました」

と、その場しのぎの返答をした。･･･こんなにうまくできてい

る物を、小学三年生が“だいたい自分でやった”わけがない

ではないか。本当は全部父親がやったものを口から出まかせ

で子供が言っているに違いないと、先生は悟ったうえで黙認

してくれていると私は子供心に信じていた。まさか先生が本

気で“だいたい自分でやった”という私の言葉をうのみにす

るとは思えなかったからだ。ところが先生は「へーっ、だい

たい自分でやったのか。えらいね。こういう箱がクラスにも

う一個あると便利だから、今日の放課後学校に残ってひとつ

作って帰ってくれ」という指令を出したのである。「え

っ･･････」と思った。「えっ」としか思う言葉がなかった。で

きるわけないではないか。あの箱は工作名人の父ヒロシが一

晩かかって作ったのである。工作名人でさえ一晩かかったも

のを、名人でもない、しかも子供のこの私が放課後にチョイ

と残って作れるわけがない。私は“だいたい自分でやった”

と言った事を猛烈に悔やんだ。 
 
R11 屋代  相澤 晴奈 
よこまち余話 木内 昇 
世の中にはそれこそ星の数ほど働き方があるのだろう。けれ

ど浩三は、魚屋とお針子と糸屋くらいしか、仕事の様子を知

り得ない。学問をして、知識を得て、それをどう使えばいい

のか見当もつかないのだ。ぼやけた輪郭に向かっていたずら

に大股で歩いているような気がして、だんだん心許なくなっ

てくる。 
 いずれどこかでなにかを選ぶのか、それとも選ばされるの

かー。どちらにしても自分がひとつの形に収まる日が来る。

それは浩三にとって安心ではなく、窮屈な現実だった。虚ろ

な視線を地面に落とす。影と目が合った。奴は口を歪めて嗤

っている。 
 ーそんなことじゃ、どこかで乗っ取られるぜ。 
 なにに？ と声に出さず、浩三は問うた。 
 ーおまえではないものに。 
 そんな馬鹿な事、あるもんか。 
 ーおまえの進む先は必ずおまえのものだと思ったら、大間

違いだ。 
 足元から擦れた嗤い声が立ち上る。浩三は顔を上げてポケ

ットに手を突っ込んだ。指先に、触れたものがある。ずっと

前に、お山で拾ったどんぐりだった。入れっ放しにしてすっ

かり忘れていたらしい。取り出して、眺める。それは拾った

ときのままに艶やかで、夕日を受けて翡翠みたいに光った。

あのとき、形も色も完璧などんぐりを見つけて、うれしくな

って大事に持ち帰ったのに、持っていることさえ忘れていた。

自分の中に置き忘れてしまうこともあるんだな、と思う。大

事にしていたのに、時間が経ったら持っていたことも忘れて

しまって、それでもちっとも困らなくって、案外平穏にのう

のうと生きていくこともできるのだな。大人になった自分の、

ひどくのっぺりした姿を思い浮かべた。 
 
R12 上田染谷丘  宮下 星音 
ノラや  内田 百閒 

私は起き出して寝床を離れるとき、必ずクルに口を利く。眠

ってゐるクルの額に私の顔を押し付け、手でクルの胴を抱え

ながら話し掛ける。クルにはクルのにほひがする。 
「クルやお前か」咽喉の奥の方で「うンうン」と云う様な声



をする。眠ってゐながら返事をするつもりなのだろう。「クル

や、お前か、さうやつて寝んねしてゐるのか」「うンうン」と

云ひながら小さな手を伸ばして、手の先の爪のある指の間を

みんな広げて見せる。「クルや、お前はお利口だねえ。さうや

つてお利口に寝んねしてゐるのか。クルやお前か」今度は頤

を自分の両手の間に抱え込む様にして、くるくるつと丸く、

細螺の貝の恰好になつて、すうすうと寝息を立てる。私が構

つてゐる間ぢゆう、一度も目は開かない。その儘夕方まで寝

てゐる事もあり、又はいつの間にか起き出して来て、みんな

に交じつて家の中行つたり来たりする。私が廊下に起つて硝

子戸越しに庭を見てゐると、そばにやつて来て、片足にそつ

と身体を擦りつける。或は二本の足の間に這入つてそこに腰

を下ろす。さうして私と同じ様に庭の方を向き何かを一心に

眺めがてゐるが、一体何を見てゐるだろう。 
 
R13 岡谷南 守屋 樹生 
あのころ  さくらももこ 

そんな極限状況の中、ゴール二百メートル付近に立っている

クラス担任が「さくら、あと一人抜けっ、そうすりゃ十位に

なるぞっ」と私に声をかけてきた。脳をあまり使いたくない

はずなのに、私の脳はその言語をキャッチし、「よしっ」と気

合を入れ、最後の力をふりしぼる。本来なら出ないはずの力

を出すために、体中がスピードを上げる。もう、体のどの部

分のスピードが主に上がっているのかもよくわからないが、

前の人を抜こうとする。前の人だって、ゴール目前で入賞を

みすみす逃しちゃ 
たまらないという気合いでスピードを上げる。これがせり合

いという状況だ。せり合っているなァとうつろに思う。せり

合ってる相手より一歩速く自分の足がゴールに入ったのを見

届けてマラソンは終わった。ゆっくり歩きながら呼吸を整え、 
せり合っていた相手に「すまんね」と思う余裕も生まれてき

た。そして、空を仰ぎ、「ああ、ようやくおわったな。…よか

ったけれど、また四年生の冬にはあるのか…ああ、でも、し

ばらくは軽やかにすごそう。賞状ももらえるんだし…」と、

すがすがしく感じていた。…が、小学校三年生の年はオイル

ショックの紙不足により、五位までしか賞状がもらえないと

いう情けない事態となった。 
 
R14 上田  上原 夏希 
ノラや  内田 百聞 

ノラが小さい時、横の物置の戸の小さな穴から出たり這入つ

たりした。食べ物をそこへ持つて行つてやり、蜜柑箱の中に

寝床を造つてやつたりした時の事を思ひ出す。秋が段々寒く

なり、小さなノラが風を引いて可哀想で大騒ぎをしてなほし

てやつた。その時家内がノラを抱いてばかりゐたのがきつか

けで、ノラはこつちで住む様になつた。今ノラはどこにゐる

のか。ノラを待つて、ノラが帰らぬ儘で毎晩寝るのがつらい。

ノラがいつも遊んでゐた庭は、昨日今日あたりが花盛りであ

る。ノラは庭から外へあまり出なかつたので、ゐれば花を散

らして飛び廻つてゐるだらう。彼岸桜は少し前から咲いて居

り、それに吉野も咲き始めた。ゆすら、雪柳、ぼけ、山吹、

桃も桜と同時に咲き出した。その他、芽ぶき柳、から松の新

芽等、家内が一一それを私に知らせる。それがうるさくて仕

様がない。つい目を上げて庭を見て、咲き盛つた花を見ると、

何だかげえげえ云ひさうな気持がする。私があまり気を腐ら

してゐるので家内も持てあますらしい。「尻尾を引つ張つたり、

仰向けに踏んづけたり、いぢめてばかりゐるから、それ程可

愛がつてゐるとは思はなかつた」と云つた。 
 
R15 長野吉田  菅沼 るあん 
よこまち余話  木内 昇 

よく見ると、一片の糸がほつれかけていた。隙間から、縫い

込まれた紙片がわずかに覗いている。彼女は指貫を回しなが

ら、しばらくほつれた糸を見詰めていた。ややあって小さく

顎を引くと、そうっとそれをほどいた。針供養の時に配られ

る裁縫上達の御札と一緒に、幾重にも折り畳んだ便箋が現れ

た。少しためらってから開き見ると、幼い文字がびっしり書

き付けられている。読まずにきれいにたたみなおして同じ場

所に縫い付けるつもりだったのに、彼女の目は、手よりも早

く文字を追ってしまった。「裁縫が上達いたしますように。大

きなものが縫えるまで、この綿入れには練習台になってもら

おうと企んでいるのです。年中私の横にいて、ちょいと遊ん

でもらいましょう。母さんも姉さんもお裁縫が苦手です。で

すからその分、私が精進して、きっとこれから、うちの手伝

いを存分にするのです。そしたら姉さんや母さんにえばって

みせるのです」口元がほどけた。綿入れに語り掛けているよ

うな言葉運びに、茶目っ気たっぷりな女の子の影が重なる。 
 
R16 松本蟻ヶ崎  横山 美奈子 
  あのころ  さくら ももこ 
私は慌てて母にとりすがり、どうか捨てるのだけはおやめ下

さいなどと言って彼女の怒りを静めようとした。しかし母の

怒りは収まらず、「だめだよっ。私がやらなきゃいつまでたっ

ても片づきゃしない。もう、アンタなんて信用できないから

私がやるっ」と言って人の話をききやしない。私は泣き騒ぎ、

部屋に向かおうとする母のふくらはぎあたりを両手で摑み、

「お願いです、お願いです、捨てるのだけは勘弁して下さい」

と懇願し続けた。年貢を納められなかった村人が、代わりに

娘を連れていかれそうになっているのを止めようとして役人

の足にとりすがって泣いているあの状況である。そんなこと

をしても、どうせ村人は役人に「ええいっうるさい」と言わ

れて蹴られてひっくり返って場面が変わるのだ。私もそれと

だいたい同じ経路をたどり場面は子供部屋へ移っていった。 
 
R17 伊那北  内藤 真香 
よこまち余話 木内 昇 

「一から新しい着物を仕立てるのは面白そうだな。生地も糸

も、なんだっておろし立てだし、好きなものを選べるしな」

齣江は手を止めて、ほんの少し考えるふうをした。「でも私は、

縫い物や仕立て直しのほうが好きよ」「なんで？ 小さな仕事

だろう？」「そうかもしれないけど、着物についた癖を見てる

と、持ち主の佇まいが浮かんできて楽しいのよ」裾の擦り切

れ方や色褪せの具合、生地の痛み方で持ち主が日頃どんな着

方をしているかだいたいわかるのだと齣江は云った。この人

は考え事をするときに左手で頬杖をつく人、この人は襟をし

ごく癖がある人、この人はずいぶん大股で歩く人。だからそ

れはもう、着物じゃなくて人の姿をしているのだ、と。「姿と

いうより、気持ちが移っているのかもしれないけれど」齣江

は云って、仕事部屋の棚に置かれた小抽斗に、つと目を遣っ

た。 
 
R18 長野西  服部 紗弥 
ノラや  内田百閒 

それから寒い冬になり、ノラは家の中にゐる事が多くなつた。

煖炉があるのでお勝手や廊下も余り寒くないし、又風呂場の

湯槽の蓋の上には、いつもノラが寝る座布団が敷いてある。

中のお湯のぬくもりでその座布団はいつでもほかほかと温い。

その座布団にノラが寝てゐる上から、家内が風呂敷の切れの

様な物を持つて行つて、掛け布団の様に掛けてやり、首だけ

出してすつぽり包む。ノラはその儘の姿で寝入つて、下の座

布団と上の風呂敷の間から、両耳をぴんと立てて真面目な顔

をしてゐるのが可笑しい。私が湯殿に掛かつてゐる手拭で手

を拭く為に戸を開けると、眠つてゐるノラが薄目になつて半

分目をさまし、眠たさうな声でニャアと云つて私の気配に挨

拶する。或はくるりと上半身だけ仰向けになる恰好をして、

頤を上に向けて、そこを搔いてくれと云ふ風をする。そのつ

もりで戸を開けたのではないが、向うがそんな恰好をすれば、

つい簀子を踏んでノラの傍へ行き、寝てゐる頭を撫で、頸筋



から背中をさすつてやりたくなる。さすりながら顔を寄せて、

「ノラや、ノラや、ノラや」と云ふ。 
 
R19 松本美須々ヶ丘 瀬島 さやか 
よこまち余話  木内昇 

齣江は手を止めて、ほんの少し考えるふうをした。 
「でも私は、繕い物や仕立て直しのほうが好きよ」 
「なんで？ 小さな仕事だろう？」 
「そうかもしれないけど、着物についた癖を見てると、持ち

主の佇まいが浮かんできて楽しいのよ」 
 裾の擦り切れ方や色褪せの具合、生地の傷み方で、持ち主

が日頃どんな着方をしているかだいたいわかるのだと齣江は

云った。この人は考え事をするときに左手で頬杖をつく人、

この人は衿をしごく癖がある人、この人はずいぶん大股で歩

く人。だからそれはもう、着物じゃなくて人の姿をしている

のだ、と。 
「姿というより、気持ちが移っているのかもしれないけれど」 
 齣江は云って、仕事部屋の棚に置かれた小抽斗に、つと目

を遣った。 
「たとえその人がいなくなっても、着物の内にその人の気持

ちだけは残っていくでしょう？」 
 遠くの誰かに呼びかけているようだった。浩三は考えあぐ

ねる。すると彼女は、造ちゃんにはわからないでしょ、うら

やましい、とつぶやいた。 
 
R20  諏訪二葉  鎌倉 早百合 
よこまち余話  木内 昇 

「ねえ母さん。あの大島、また着ておくれよ。茶泥の着物」 
 言葉が、勝手に出てしまった。浩三の額にあったおかみさ

んの手が、一度大きく揺れてから離れていった。「そおだね」

「久しぶりに、見せておくれよ。あれを着てお山の花見にで

も行こうよ。」おかみさんはしばらく口ごもったあと云った。

「お山になんか着ていけないよ。もったいない。あれはとっ

ておきの場で着るものだからね。それまでは大事に仕舞って

おかないと。今度着るのはさしずめ、旅行にでも行くときか

もしれないねぇ」声が少し、上ずっている。たったふた間し

かないこの長屋、ひと棹きりの箪笥。その気になれば、すぐ

にわかってしまうことなのに。うなだれて茶をすする母親を、

浩三は気付かれぬようそっと窺った。鬢に白いものがだいぶ

交じっている。知らないうちに、シワがずいぶん深くなった。

鼻の奥が痛んだ。寝返りを打って布団をかぶる。暗闇の中で、

なんであの質屋の親爺さんは異人だなんて嘘をついたのかな、

と思った。「･･･ 母さん。すみません」 
 
R21  長野  畠口 真緒 
よこまち余話  木内 昇 
同じ夜、トメさんは仕上がったばかりの若草と藤色の花見小

袖に手を通して、開け放った押し入れの前に立っていた。「久

方ぶりに仕立ててみたんだ。もっともあんたの頃のようには

いかないけど」丸窓の向こうにつぶやく。若い芸者は、トメ

さんを見て微笑んだ。その口元がゆっくり動いてなにかを云

った。トメさんが目を細めてうなずく。「今年は花を見に行く

よ。もうそろそろ、散る様も楽しめるよう腹を括らないとい

けないからね」 
芸者とトメさんとの距離は手を伸ばせば届くほど近いのに、

もう二度と触れ合えぬ隔たりが、そこには確かにあるのだっ

た。 
――花を知らんと思はば、まづ種を知るべし 
世阿弥の言葉を反芻しながら、老婆は自分のたどって来た道

をなぞるように手のひらを胸に置いた。頼りなさだけが、首

筋をかすめていった。「いやだよ、こんな歳になって」 
かたわらの梅干し壺が目に入る。運試しのつもりで、蓋を開

けてひとつしゃぶった。種だけになったところで、そいつを

奥歯に挟んで力を込める。けれど老婆のちびた歯では、もう

殻を割ることはできなかった。 

R22  岡谷南 小林 港 
あのころ さくらももこ 

起きたくなかったら起きなきゃいい、という母の言葉を真に

受けて、私は起きないことにした。 
よくぞそんな親切なことを言ってくれてありがとうという気

分であった。いい気になって寝ている間、夢まで見ていた。 
今でもその夢のことは覚えているが、私は夢の中で「8 時だ

ョ！全員集合」を観ていたのである。♪エンヤーコーラヤッ、

から始まって、ドリフのメンバーが探検隊になりジャングル

に行くという定番のコント劇があり、♪チャチャチャスッチ

ャカチャッチャッという音と共に舞台が回り、ゲストが唄い

始めるあたりで母の「いいかげんにしなっ」という怒鳴り声

で目が覚めた。 
母は「起こさなけりゃいつまで寝ている気だねっ」と言うの

で私は「起きたくなけりゃ起きなきゃいいって言われたから、

起きないでいただけだよ」と言ったら母は火のついたように

怒り、「親をバカにするんじゃないよっ。もう今日は遅刻だよ

っ。遅刻して行って、先生に怒られて来なさいっ」と怒鳴っ

た。起きなけりゃいいと言うからには、今日は学校を休んで

もいいということかと思っていたので、私はうろたえた。そ

れならそうと初めから言ってくりゃ起きたのに、今さらどの

ツラ下げて登校しろというのであろうか。母が連絡帳に「寝

坊のため遅れました」というような事を書いたので、私は先

生からも注意されてしまった。 
 
R23 上田染谷丘  小西 真維 
よこまち余話  木内 昇 

浩三と会わなくなって五日目の朝、仕事部屋で針を動かして

いると格子の前を素早く横切る影が目に入った。齣江は後先

なく、「浩ちゃん！」と呼び止めた。一旦通り過ぎた浩三はし

ばらくして戻り、叱られた犬のような顔を格子から覗かせた。 
云うべき言葉を用意していなかった齣江は、不器用に口ごも

る。「気を付けて、いってらっしゃい」ようやくそれだけ云っ

て笑みを向けると、浩三は顔を上げ、なにかを懐かしむよう

に黒目を揺らした。「齣さん。僕は自分が荷厄介だ。人にうま

く伝わらないようなことばかり考えている」彼は心許なげに

言葉を置いた。「誰にも？」「うん、誰にも。すべてが伝わら

ないわけじゃないが、どうにもむつかしいところがある」 
彼女は柔らかにうなずいた。「そう。そしたら、そこのところ

が浩ちゃんなのね」浩三はぼんやり突っ立ていたが、そのう

ちおずおずと、「そいつがあっても、いいのかな？」 と訊い

た。「もちろんよ。そこがないと困るのよ」浩三の丸まってい

た背が少しく伸びた。 
 
R24 松本蟻ヶ崎  田野尻 涼寧 
  よこまち余話 木内 昇 
二十歳くらいの青年だった。学帽を被り、黒マントを身につ

けている。小さな灯りでは面立ちまではよく見えなかったが、

とても美しく品のある佇まいをしていることはありありと伝

わってくる。引き締まって上背のある体躯、背筋は雄々しく

伸びている。余裕と自信が、身体中に満ちていることも感じ

取れた。 
青年が、おかみさんに微笑みかけた。その口元を見て、すぐ

にわかった。彼が誰だか、おかみさんにははっきりとわかっ

たのだ。「あのとき無理をしてくれて、本当に感謝しています」

青年が云って学帽をとった。刺々しさを追いやった柔和な、

けれどもどこかに生来の鋭さを含んだ声だった。「おかげで僕

は思う道に進めた。母さんが、あのとき僕を信じてくれたか

らだ」そう云って、頭を下げた。「浩三‥‥」思わずおかみさ

んは呼んだ。青年はうれしそうに笑み、もう一度深々と頭を

下げた。 
 
 
 



R25 長野吉田  伊藤 陽光 
あのころ  さくらももこ 

さて、新学期になり宿題を提出することになった。先生は私

の父の作った工作を見て非常に感心し、「この箱はとてもうま

くできているね。コレ、自分で作ったの？」と尋(たず)ねてき

たので、私はうろたえながら「・・・・・・ハァ、あの、少

しだけお父さんに手伝ってもらったけれど、だいたい自分で

やりました」と、その場しのぎの返答 (へんとう )をし

た。・・・こんなにうまくできている物を”だいたい自分でや

った”わけがないではないか。本当は全部父親がやったもの

を口から出まかせで子供が言っているに違いないと、先生も

悟ったうえで黙認(もくにん)してくれていると私は子供心に信

じていた。まさか先生が本気で“だいたい自分でやった”と

いう私の言葉をうのみにするとは思えなかったからだ。とこ

ろが先生は「へーっ、だいたい自分でやったのか。えらいね。

こういう箱がクラスにもう一個あると便利だから、今日の放

課後学校に残ってひとつ作って帰ってくれ」という指令を出

したのである。「えっ・・・・」と思った。「えっ」としか思

う言葉がなかった。 
 
R26 上田  相澤 祐月姫 
あのころ  さくら ももこ 

オヤジは急に声を低くし、「いいか」と言った。私達はうな

ずいた。こうして大人から秘密を教えてもらえる状況という

のは、何かスパイの組織のメンバーになったような気がして

ワクワクした。冷静に考えれば、こんなろくでもないオヤジ

の所属する組織のメンバーになったりしたらワクワクするど

ころか人生終わりである。だが冷静さを失っているので仕方

があるまい。オヤジは手に持っていたカードを我々の目の前

に出し、「このカードは、こういうふうに絵が半分ずつ描いて

あるから、うまく人に見せればまるでまほうのカードのよう

に絵が変わって見えるのだ」と言いながらもう一度実演して

見せた。非常に単純な仕掛けである。まほうではなかったの

だ。“まるでまほうのカードのように”見えるだけだったのだ。

私の欲望はシュルシュルと音をたてて失望に変わった。もう、

こんなカードは欲しくないが、オヤジの説明を聞いてしまっ

た者は絶対にこれを買わなくてはならない。いらないなどと

言ったら殺されそうである。オヤジは表面こそ笑って売って

いるが、その仮面の下には怖い一面が隠されているのだ。そ

ういう人間である事を、子供は皆暗黙のうちに気づいていた

ので誰もオヤジに逆らったりしなかった。 
 
R27 エクセラン  永野 菜乃果 
よこまち余話 木内昇 

桜が、咲いた。近所のお山は花の名所だから、あたりは連日

花見客で賑わっている。魚屋は年末と並ぶかき入れ時で、こ

のときばかりは一家総出で店に出なければならず、浩一も浩

三も昼間は花を楽しむ余裕が持てなかった。だから満開のと

きを狙って、店が終わった夜遅く、兄弟ふたりで夜桜を見に

行くことにしたのだった。「特等席を見つけてあるんだ」浩三

が先に立って、ひと気のない真っ暗なお山に分け入っていく。

彼は大きな椋の木の下まで来ると、幹に手を掛けて猿のよう

な素早さで登っていった。「おい。どこ行くんだよーう」一は

戸惑いながらも、弟を追って木に登る。途中何度も足を滑ら

せそうになり、息も絶え絶えにようやっとてっぺん近くまで

たどり着いた。すでに登り切って、涼しい顔で枝に腰掛けて

いた浩三が、「そら、見ろよ」と、得意げに前方を指さす。そ

ちらに顔を向けた浩一は息を呑み、それからうっとり溜息を

ついた。月明かりに照らされた桜の絨毯が、足下からずーっ

と先まで繋がっているのだ。 
 
R28 上田西  鈴木 楓 
ノラや  内田百閒 
家内の入院と云ふ事件の為に、もう一つ区切りをつけた事が

ある。ノラの失踪後、熊本在住の未知の人から教はつた猫が

帰つて来るおまじなひを続けて、毎晩お灸を据ゑて、その数

が五百三十五になつたのが入院の前晩である。ノラを待つ気

持に変りはないが、それを続けてゐられない事情が起こつた

のだから止むを得ない。五百三十五回で一先づ打ち切つた。

そんな事をこのクルツはみんな知ってゐるのか、丸で知らな

いのかわからない。起きなほつてもとの通りお膳のそばに坐

り、人の顔を見てゐる。お酒がいい工合に廻つたところで、

ついノラの事を思ひ出したから、困る。目の裏が熱い。「ねえ

クルや、困るねえ。よさうねえ。そうら、あんなに雨が降つ

てゐる。段段ひどくなつて来た。雨が降るのも困るねえ。音

がするからいけない。クルや、お前か」膝の上へ抱き上げた

ら、その儘自分ですわりをよくして落ちついた。辷らない様

に片手で支へてたつてゐると、次第に膝が温かくなり、それ

を感じた拍子についクルの顔の上へ涙が落ちた。 
 
R29 屋代  宮坂 莉央 

グレート・ギャツビー フィツジェラルド 
「こういうパーティーは、わたしには異例ですよ。まだご主

人にお目にかかってもいないんだから。わたしの家はこの向

こうなんですがー」と、ぼくは、目に見えぬ遠くの生垣のほ

うへてを振って「ここのギャツビー氏が招待状を持たせて抱

えの運転手をよこしたんですがね」 
ちょっとのあいだ彼は、けげんな顔をしてぼくを見ていたが

「わたしがギャツビーですが」と、だしぬけにそう言った。

「えッ！」思わずぼくは叫んだ「いや、これは失礼しました」

「わたしはまた、親友、あなたは、ご存じとばかり思ってま

してね。あまりいい主人ぶりでなくて申し訳ありません」彼

は深い理解のにじんだ微笑を浮べたーいや、深い理解のにじ

んだと言ったのではまだたりぬ。それは一生のうちに、四、

五回しかぶつからぬような、永遠に消えぬ安心を相手に感じ

させるものをたたえた、まれに見る微笑だった。一瞬、永劫

に続く全世界に向かって微笑みかけーあるいは微笑みかける

かのように見えてー次の瞬間、相手の面上に集中し、あらが

いがたい過分の好意をたたえて微笑むのだ。 
 
R30 大町岳陽  宮永 神那 

グレート・ギャツビー フィツジェラルド 
彼はディズィにトムの所へ行って「あなたを愛していなかっ

た」と、言ってもらいたいという。それでなければ満足でき

ないというのだ。このひとことで四年の歳月を消し去ってし

まえば、そのあとで、もっと実際的なとるべき方策をいろい

ろ決めることができる。たとえば、彼女が自由な身になった

ところで、二人はルイヴィルに帰り、五年前と同じように、

彼女はもとの姓にもどって結婚する、といったように。「とこ

ろがあの人はわかってくれない」と、彼は言った「昔はいつ

もわかってくれたんだけど。わたしたちは何時間もいっしょ

に坐ってーー」ふと口をつぐむと、彼は、果物の皮や棄てら

れた徽章やひしゃげた花などがきたなく散らかった小径を行

ったり来たりしはじめた。「ぼくなら無理な要求はしないけど

な」思いきってぼくはそう言った「過去はくりかえせないよ」

「過去はくりかえせない？」そんなことがあるかという調子

で彼の声は大きくなった「もちろん、くりかえせますよ！」

そう言って彼は、やっきとなってあたりを見まわした。彼の

家が影を落しているこの庭の、どこか手をのばせばすぐ届く

所に、過去が潜んでいるかのように。 
 
R 31  松本美須々ヶ丘  小松 威仁 
あのころ  さくらももこ 

ケンカの仲裁はいつも母ばかりで、ヒロシは何の役にも立た

ない。母がヒロシに「ちょっと、あの子らのケンカを止めて

よ」と頼んでも、彼は一言「よせよ」と言うだけである。母

はそんな父にも腹を立て、ケンカをしている私達にも腹を立

て、しまいには何もかもが腹立たしくなり頭痛を起こして寝



込むことがよくあった。母が寝込む頃には私達のケンカも収

まり、ヒロシなど自分の事で母が腹を立てていた事などとう

に忘れ、三人揃って「はて？ 何で母さん頭痛になったんだ

ろうね」などと首をかしげる始末である。 
「もう、あんたたちの顔も見たくないよ」としばしば母が額

を押さえながら言っていたのをきくたびになぜだろうと思っ

ていたが、よく考えてみればごもっともな意見であった。 
 
R32  長野西  藤森 紗月 
よこまち余話  木内昇 
灯りの消えた家の前に立って、浩三は「齣さん」と呼びか

ける。返事は今日もない。もう一度声を掛けたところで、向

かいの戸が乱暴に開いて、「しつこい小僧だねぇ、毎日毎日」

と、トメさんが声を張りあげた。「何日か家を空ける、って云

い置いて出掛けたんだろ。帰ってくるまで何度来たっていな

いもんはいないよ」「でも、もう三日も経ってるんだぜ。齣さ

ん、そんなに長く家を空けたことないのにさ」浩三はバツが

悪くなって身体を揺すった。「仕方ないだろう。遠くまで行っ

たんだから」「遠くって、どこまで行ったのさ」「ずっと遠く

だ。先の世まで行ったんだよ」「先の世？先ってなんだよ」浩

三がむくれると、トメさんは眉間に深いシワを刻み、「あたし

ゃ侍女じゃないんだ、知らないよ」と尖り声ではねつけて、

ピシャリと戸を閉ててしまった。浩三は頬を膨らましてから、

齣江の家の格子窓に耳を押しあてる。布をしごく音も、裁ち

鋏を使う音も、中からはやはりなにひとつ聞こえてこない。 
 
R33 長野吉田  森 有稀 
あのころ  さくらももこ 

それにしてもよく降っていた。夜になったらますます強く降

り出したようで、雨の音がドカドカ聞こえていた。水の音ら

しくない音である。普通、水の音というのはピチャピチャと

か、激しい場合でもバシャバシャというのが精いっぱいだ。

どんなにがんばったところでドシャドシャというくらいなモ

ンであろうに、ドカドカという音が聞こえてくるとはこれい

かに。何となく我々家族の間にも不安のムードが漂っていた。

小心者の母が、「なんだかものすごいね、今日の雨は」と言い

始め、窓を開けて雨の様子を見た。外はそれはそれはもう、

空の上から何万人もの人達がバケツをひっくり返しまくって

いるかのようなすさまじい雨模様であった。父ヒロシはそれ

を見て、「おーっ、すげぇすげぇ」と言って喜んでいた。見た

こともない程の豪快な降りっぷりに感心したのであろう。つ

られて私も「わー、すごいすごい」と面白がったら母が「あ

んたたち、笑いごとじゃないよ」といまいましそうに怒った。 
 
R34 上田  成澤 蒼一郎 
ノラや  内田 百聞 

クルツが廊下で大袈裟な伸びをしてから、そろりそろりとこ

つちへ這入って来た。私の横に並んで坐つて人の顔を見てゐ

る。すつかりうちに居ついて馴れて、憎い猫ではない。尻尾

が短かいだけで毛並みはノラそつくりだから、その横顔の工

合などどうかするとノラを見てゐる様な気がする。だから私

は困る。「こらクルツ、そんなに鼻つ面を前に出して、一体お

前はどこの猫だ。どこから来たのか知らないが、お前はノラ

の事を知つてゐるのだらう。ノラがどこかの屏の隅か、雑草

の草むらの中で、お前に向かつて、おれはもううちへ帰れな

いから、お前うちへ行つておれの代わりにゐろと云ったので

はないか。さうではないのか。そんな事はないか。ないか。

うそか。どうだ」クルツは涙を留めた目で人を見上げてゐる

と思ふと、大きなライオンがした様に頭を畳につけてごろり

と横に転がった。 
 
R35 上田染谷丘  西沢 一花 
ノラや  内田 百閒 

帰つて来ると初めに頸玉の鈴の音が聞こえる。微かな音だが

必ず家のだれかが聞きつける。先年のノラ探しの時に、人か

ら貰つた小さな鈴で、南洋のどこかの島の産だと云ふ。非常

に遠音のする銀鈴である。その音と共にクルがニャアニャア

云ひながら帰つて来る。うちの庭へ這入ると鳴き出すらしい。

段段に間を詰めて、何か意味ありげに人を呼ぶ。「只今」と云

つてゐる様でもあり、「帰つて来たぢやないか。なぜ迎へに出

て来ない」と云つてゐる様でもある。どこへ行つて来たのか

知らないが、考へて見ると、かうしてうちへ帰つて来ると云

ふその気持ちが可愛い。クルは私のうちを自分の家だと思つ

てゐるに違ひない。人に飼はれてゐると云ふ、そんな劣等感

など微塵もないらしい。我儘に横柄に振る舞ひ、したい放題

の事をして、ほしい物は遠慮なくねだる。それがまた口を利

かなくても、私共の方によく解り、猫の求める所がその儘人

間に通じるので、自然、万事がクルの思ふ通りと云ふ事にな

る。猫が人間と対等であるのみならず、どうかすると猫の方

が一枚上であるかも知れない。 
 
R36  岡谷南 矢沢 琴羽 
よこまち余話  木内昇 

「なぁ、兄ちゃん。歳をとるってどんな感じかな？」 
さぁ、と応えながらも浩一は、桜と梅の花びらのように美し

いものが、ふくふくと積み重なっていく景色を想像していた。 
訊いた浩三は、歳を経るごとに余分なものを全部こそげ落と

して核だけになっていく様を頭に浮かべていた。「兄ちゃんは

今、どんなときが一番楽しい？」浩一はすぐさま、「そりゃ、

仕入れのときだ。河岸の魚はきらきらして、艶とか色とかと

ても綺麗だもの」と答えた。浩三は眩しそうに、隣の枝に足

をかけている兄を見た。「兄ちゃんにはもう、核があるんだな」 
浩三は桜並木に目を戻して、たっぷり息を吸い込んだ。 
それから、思いきったふうに告げた。「あのさ、僕、母さんに

云おうと思う。中学校に行かせてください、って頼んでみよ

うと思う。」浩一は首を目一杯伸ばし、「それがいいよ」と何

度もうなずいた。「だって僕、お前にはなんだってできると思

っているもの。そいつを疑ったことは一度だってないもの。」 
浩三は兄に笑んでから、前へと向き直った。 
 
R37 松本蟻ヶ崎  小林 美月 
よこまち余話  木内 昇 
浩三は桜並木に目を戻して、たっぷり息を吸い込んだ。それ

から、思い切ったふうに告げた。「あのさ、僕、母さんに云お

うと思う。中学校に行かせてください、って頼んでみようと

思う」 
浩一は首を目一杯伸ばし、「それがいいよ」と何度もうなずい

た。「だって僕、おまえにはなんだってできると思っているも

の。そいつを疑ったことは一度だってないもの」浩三は兄に

笑んでから、前へと向き直った。つられて桜並木を望んだ浩

一は、「あっ」と口の中で叫んだ。いつの間にか、桜の木の下

に大勢の人々が群がって花見に興じていたのだ。老若男女さ

まざまだったが、みながみな、髷を結い、一様にきらびやか

な小袖や羽織で着飾っている。大きな笑い声、浮かれた歌声

が響き、お山は一転、とても賑やかだ。人々はけれど、桜の

花びらのようにふわふわとおぼろで、透けたり、浮いたり、

風に流れたり、ふっと消えたりしながら、さまようのだった。 
―浩三にも見えているのかな？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
研究発表部門 要旨 

 
K１ 岡谷南  挑め！リモート意識改革！ 
2022年１月に長野県でもついにまん延防止等重点措置が発令

され、私たち岡谷南高校放送部でもリモート部活を余儀なく

されました。放送部員がリモート部活をやっていく中で気づ

いたことは、今まで集まって部活動をしていた時と比べて効

率が悪いということです。今回、私達がこのテーマにした理

由はオンラインの状況でも「伝える・伝わる」を追究し、有

意義な部活動を出来るようにするためです。解決する為に２

つの案を考えました。 
 
K２ 長野吉田  タブレットの道しるべ 
長野吉田高校では、昨年からタブレット端末が導入されまし

た。そこでタブレットに対する意識調査を実施したところ授

業内での使用率が低いことが判明、なぜ使用率が低いのかを

疑問を持ち、ある先生と一緒に原因を追求しました。 
 その結果、ロイロノートというアプリケーションを活用する

と共に電子機器と紙とをうまく活用した新たな授業法に切り

替えることを提案します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



審査規定 

第 69 回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト長野県大会審査要項 
長野県高等学校文化連盟放送専門部 

１．規定 
 (1) 参加規定および様式規定は、長野県大会要項に定めのないものについては、校内放送研究 No.185（第 69 回 
  ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト要項）によるものとする。 
 
２．審査会 
 (1) 各部門とも５名以上の審査員で構成し、１名以上は専門職としてＮＨＫ職員。残りは教育職として長野県高   
    等学校文化連盟加盟の顧問があたる。 
 (2) 審査委員長には長野県高等学校文化連盟放送専門部会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の代表は審査会の意見を整理し、審査講評をする。 
 
３．審査 
 (1) 番組部門は、事前に提出されたデータによる公開審査（今回のみ）。研究発表部門は要旨原稿及びデータに 

よる公開審査とする。 
 (2) アナウンス・朗読部門は本人参加の公開審査で行い、いずれもスピーカーからの音声で審査する。 
 (3) 番組部門の審査に当たっては、テープ再生機器レベルは、各作品冒頭部分のナレーションまたはインタビュ 

ーのレベルを基準レベルとして調整し、再生視聴する。 
 
４．表彰者の選抜（予選なし） 
 (1) 各部門（全部で６部門）の表彰は、下記に定める基準に基づく、絶対評価により、参加全作品について、 
  優秀、優良を与える。また、これとは別に、部門ごとに「ＮＨＫ長野賞」を１本（計７本）選抜する。 
 (2) 全部門とも、「６．採点・集計・表彰」に定める得点上位から規定数を全国大会の県代表とする。 
 （研究発表・番組部門は１部門１校１作品とする）内容や程度によっては、下表の数を下まわることもやむを得な 
  いが、エントリー枠はできるだけ満たす。 
 (3) 優秀、優良の判定は以下による。 
  ① 番組部門の優秀、優良は、審査員のつけた審査の観点ごとにつけ 
   た点数を下記 6(4)に定める方法で、10 点満点として計算したもの 

で判定する。 
  ② 7.5点以上を優秀、7.5点未満を優良とする。 
 (4) 順位判定において、6.(4)に定める得点が同得点の場合は、下記の 
    手順により判定する。 
  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。 
  ④ ①～③の手順によっても決定できない場合は、合議による。 
  ⑤ NHK長野賞の選定にあたっては、得点順を参考に、今後の作品づくりの指標となる作品を、審査員の合議に 
   よって選定し、選定理由については、表彰式、ホームページ等で公表する。 
 
５．制作規定違反 
 (1) コンテストの制作規定に対して重大な違反があった場合は、失格の対象とする。例としては、他の著作物の 
  不適切な使用、社会通念上極めて不適切な表現、時間規定違反などがあげられる。 
 (2) 重大な規定違反が判明した場合には、大会後においても賞および全国大会への推薦の取り消しをすることも 
     ある。 
 
６．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１０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。 
   決勝では審査員点の上下カットした平均点を求める。（１０点満点とする） 
 
 
７．審査基準  
 (1) 研究発表部門 
 研究発表の持ち時間は８分以内とする。 
  時計スタートは発表者の第一声からとする。計時終了は、発表者の発表説明の終了の時点とする。 
  ８分超過後１０秒ごとに満点の１％ずつ減点。９分以上の発表は直ちに中止。 
☆ 審査の視点として 
  ア．実践や取り組みの程度     
 (2)アナウンス部門 
 １．研究主題「私たち高校生と放送」のテーマに沿った内容となっていること。 
 ２．自校の校内放送に使用する内容で、自作でなければならない。 
 ３．エントリー番号、氏名を含め１分１０秒以上１分３０秒以内でアナウンスする。 
 ☆ 審査の視点として 
  ア．原稿 
   (1) 素材の選び方は適当であるか。 
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   (2) 文章表現は適当であるか。 
  イ．アナウンスの技術 
   (1) 自然な発声で聞き手に伝わるようにアナウンスしているか。 
    ・発声 ・発音 ・マイクの使い方 
   (2) 正しく意味を伝える抑揚表現ができているか。 
    ・プロミネンス ・アクセント 
   (3) 間（ポーズ）は適切か  
    ・テンポ ・ポーズ 
 (3)朗読部門 
 １．指定作品の中から１編を選び、自分の表現したい部分を任意選択の上、規定時間以内で読む。 
   作品の脚色は認めない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．エントリー番号・氏名・作者名・作品名を含め１分３０秒以上２分以内で朗読する。 

 
 ☆ 審査の視点として 
  ア．原稿 
   (1) 作品の選定は適当であるか。 
   (2) 朗読として適切な部分を抽出しているか。 
  イ．朗読の技術 
   (1) 内容表現上、声の出し方や言葉の運びが自然で適切か。 
    ・発声 ・発音 ・マイクの使い方 
   (2) 正しく意味を伝える抑揚表現ができているか。 
    ・内容把握 ・イントネーション・プロミネンス ・アクセント 
   (3) 間（ポーズ）は適切か 
    ・テンポ ポーズ 
 (4)ドキュメント・ドラマ部門 
  高校生活や地域社会とのかかわりの中に広く素材を求め、ラジオやテレビの特性を生かして制作された、高校生   
 としての視点を大切にした、独創的な作品であること。ドラマ部門にあっては、脚本は参加資格を有する自校生徒 
 のオリジナル作品であり、テーマの設定や演出、演技など、「ドラマ部門」の特性に留意したものであること。文 
 芸作品などからの脚色や改作は認めない。出演者は自校生徒に限ること。 
  ＜ドキュメント部門＞ 
  １．ラジオドキュメント部門 
    ６分３０秒以上７分以内でまとめる。計時は最初の音からクレジットコールの終わりまでとする。 
  ２．テレビドキュメント部門 
    ７分３０秒以上８分以内でまとめる。計時は始めのテストパターンの終了時から、終わりのテストパターン 
    の始まりまでとする。 
＜創作ドラマ部門＞ 

  ３．創作ラジオドラマ部門・創作テレビドラマ部門 
    創作ラジオドラマ部門、創作テレビドラマ部門とも８分以内でまとめる。 
    計時についてはドキュメント部門と同じとする。 
☆審査の視点として 

  ア．テーマ 
   ・「私たち高校生と放送」という統一テーマを理解し、学校をとりまく素材の中から適切なものを求め、番組 
    内容にテーマを効果的に表現しているか。 
   ・テレビ・ラジオそれぞれの特性を活かして作品に表現して テーマを理解し、学校をとりまく素材の中から 
    適切なものを求め、番組内容にテーマを効果的に表現しているか。 
  イ．制作技術                  
   (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 
   ・撮影・録音の技術  ・アナウンスやナレーションの技術   ・音楽や効果音の使い方 など 


