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2019 

第 38 回 TSB 杯長野県高等学校新人放送コンテスト 

（兼 第 20 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 23日（土）開会式  

          審査 予選：ビデオメッセージ(VM)部門・アナウンス部門・朗読部門  

               オーディオピクチャー(AP)部門 

             決勝：テレビフリー(TVF）部門・ 

 11 月 24日（日）審査 決勝：オーディオピクチャー(AP)・ビデオメッセージ(VM)部門  

                CM 部門・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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生 徒 日 程 表 

 11月 23日（土）《決勝》TVF部門《予選》VM部門、AP部門、アナウンス部門、朗読部門 公開審査 
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） 

２Fホール（審査会場①） ３F視聴覚室（審査会場②） 

11：10～13：00 《決勝》テレビフリー(TVF)部門 10：00～11：40 発声練習会場 

13：00～13：40 昼食 ホワイエ 視聴覚室など  11：40～13：00 《予選》アナウンス部門 

 13：00～13：40 昼食会場 

２Fホール（審査会場①） ３F視聴覚室（審査会場②） 

13：40～15：10 《予選》ビデオメッセージ（ＶＭ）部門 13：40～15：10 《予選》朗読部門 

15：20～16：10 《予選》オーディオピクチャー（ＡＰ）部門  15：10～ 片付け 

16：10～ 片付け 

 11月 24日（日）《決勝》アナウンス部門、朗読部門、VM部門、CM部門、AP部門 公開審査 
9:05～9:15 予選審査結果発表（ホワイエに結果を掲示） 

9:30～9:40 受付（ホワイエ） 

9:50～10:00 諸連絡、審査員紹介 

10:10～11:00 《決勝》アナウンス部門・朗読部門  

11:10～11:40 《決勝》ビデオメッセージ(VM)部門 

11:40～13:00 昼食 ホワイエなど （審査会場準備） 

13:00～13:20 《決勝》CM部門 

13:30～14:00 《決勝》オーディオピクチャー(AP)部門 

14:10～15:00 
テレビ信州より 『NNNドキュメント 19 ～人生の湯・城下町の一角で…』制作について 

審査講評 （閉会行事開始まで休憩） 

15:00～15:30 閉会行事（２Fホール） 

15:30～ 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) 発声練習は、１日目の最初と２日目は視聴覚室、１日目午後（13時以降）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) 他の会議室等は他の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。ホワイエ、視聴覚室で昼食をしてください。  

   （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。  

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、受付で渡されたアンケート用紙に、各作品の感想を書き、審査終了後にホワイエテーブルの高校名  

   の書いてある袋に入れて下さい。  

(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。  

(4) 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。  

(5) 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) ５人ずつ前に出て、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) アナウンス発表で写真を使用する場合は提示係からの合図があってから読み始めてください。 

(5) 朗読発表のＢＧＭ操作は発表校で行って下さい。  

 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 23日（土）《決勝》TVF部門《予選》VM部門、AP部門、アナウンス部門、朗読部門  公開審査 

08:30～00:00 機材搬入・会場準備（長野・松商学園生徒） ［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・松商学園生徒） 

受付準備（長野西生徒） 

［2Fホワイエ］ 

09:30～00:00 審査打ち合わせ会議（進行：西林 落合） ［3F第 1会議室］ 

09:50～10:10 受付 長野西生徒４名、担当 長野西 宮沢 ［2F ホワイエ］ 

10:30～11:00 

開会行事  司会 松商学園 脇淵 

１．挨拶   高文連 今井 義明 高文連放送専門部会長・松本深志高等学校長  

      ＴＳＢ 伊東 秀一（テレビ信州報道制作局 解説委員兼チーフプロデューサー） 

２．杯返還・レプリカ授与  岡谷南高校 

     返還・授与： 伊東 秀一 (株)テレビ信州  介助（松商学園 脇淵）  

３．審査員紹介 放送専門部 事務局長 長野 田中 

４．諸注意 コンテスト事務局 松商学園 脇淵 

［2F ホール］ 

ホール 11:10～13:00 

視聴覚室 11:40～13:00 

審査(一般公開) 審査会場①ホール 《決勝》テレビフリー(TVF)部門 

                (進行:水野 技術:田子 亘）  

       審査会場②視聴覚室《予選》アナウンス部門 

                (進行:近藤   技術:堀内） 

13:00～13:40 昼食 審査会  統括（ 西林 落合 ）   ［3F第 1会議室］  

ホール 13:40～15:10 

視聴覚室 13:40～15:10 

審査(一般公開)審査会場①ホール 《予選》ビデオメッセージ(VM)部門  

                (進行：水野 技術:田子 亘）  

        審査会場②視聴覚室《予選》朗読部門  

                (進行:近藤   技術:堀内）  

                審査終了後審査会 統括（ 西林 落合 ）［第 1会議室］ 

15:20～16:10 審査（一般公開）審査会場①ホール 《予選》オーディオピクチャー(AP)部門 

                （進行：水野 技術：田子 亘） 

                審査終了後審査会 統括 落合 ［第 1会議室］ 

［2F ホール］  

16:10～ 翌日の準備 係職員・生徒 ［2F ホール］ 

  11月 24日（日）《決勝》アナウンス部門、朗読部門、VM 部門、CM部門、AP部門 公開審査 

09:30～9:50 審査打ち合わせ会議（進行 椿 ） ［3F第 1会議室］ 

09:30～9:40 受付 長野西生徒４名、担当 長野西 宮沢 ［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 松商学園 脇淵 ［2Fホール］ 

10:10～11:00 審査(一般公開) 《決勝》アナウンス部門、朗読部門 進行 脇淵 ［2Fホール］ 

11:10～11:40 審査(一般公開) 《決勝》ビデオメッセージ(VM)部門 進行 脇淵 ［2Fホール］ 

11:50～13:00 
昼食 審査会  統括（ 椿 ）   ［3F第 1会議室］  

（12:00より顧問会 昼食をとりながら） ［視聴覚室］ 

13:00~13:20 審査（一般公開）《決勝》CM部門 進行 脇淵 ［2F ホール］ 

13:30~14:00 審査（一般公開）《決勝》オーディオピクチャー(AP)部門 進行 脇淵 ［2F ホール］ 

14:10～15:00 

審査会  （統括：椿）  

テレビ信州より 『NNNドキュメント 19 ～人生の湯・城下町の一角で…』制作について 

 審査講評 

伊東 陽司（（株）テレビ信州 報道制作局次長） 

 藤原 里瑛（（株）テレビ信州 報道制作局報道部アナウンサー） 

［3F第 1会議室］  

［2Fホール］ 

15:00～15:30 

閉会行事 司会 松商学園 脇淵 

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 高文連放送部会 今井 義明 高文連放送専門部会長・松本深志高等学校長 

最優秀賞カップ授与 伊東 秀一((株)テレビ信州 報道制作局 CP兼解説委員)  

             介助（松商学園 脇淵 下川）  

３．挨拶 高文連放送部会 今井 義明 (株)テレビ信州 伊東 秀一  

４．諸連絡 事務局長 長野 田中 

［2Fホール］ 

15:30～17:00 会場片づけ 松商学園 上部大会手続き 長野 田中、南安曇農業 小林 ［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   今井 義明（松本深志高校学校長）  

 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   下川 俊介   椿 宏尚  脇淵 良太 

 11月 23日（土） 

審査会場① 《決勝》テレビフリー(TVF)部門  

《予選》ビデオメッセージ(VM)部門、オーディオピクチャー(AP)部門 
まつざわ りょう 

 松澤 亮  ((株)テレビ信州 報道制作局報道部記者)＊TVFのみ  

 落合 康隆（上田染谷丘）【統括】 

 内山 由香里（岡谷南） 

守屋 道明（蟻ヶ崎） 

淺川 和也（エクセラン） 

審査会場② 《予選》アナウンス部門、朗読部門  

 いとう しゅういち 

伊東 秀一（（株）テレビ信州 報道制作局解説委員 

      兼チーフプロデューサー）＊朗読のみ 
 さとう みちこ 

 佐藤 美智子（フリーアナウンサー） 

西林 昭隆（梓川）【統括】 

 曽根原 洋一（大町岳陽） 

 新家 啓太（松商学園） 

 11月 24日（日） 

《決勝》オーディオピクチャー(AP)部門、ビデオメッセージ(VM)部門、 

CM部門、アナウンス部門、朗読部門 
いとう ようじ 

 伊東 陽司（（株）テレビ信州 報道制作局次長) *VMのみ 
いとう しゅういち 

伊東 秀一（（株）テレビ信州 報道制作局解説委員 

         兼チーフプロデューサー）*朗読のみ 
 ふじわら りえ 

  藤原里瑛  （（株）テレビ信州 報道制作局報道部アナウンサー） 

                                          *アナウンスのみ 
まつざわ りょう 

 松澤 亮  ((株)テレビ信州 報道制作局報道部記者)＊APのみ 

いとう まゆみ 

伊藤 真弓（(株)テレビ信州 報道制作局制作部マネージャー）*CMのみ 

《決勝》オーディオピクチャー(AP)部門 

ビデオメッセージ(VM)部門、CM部門 

アナウンス部門、朗読部門 

 椿 宏尚（松工）【統括】 

下川 俊介（飯山） 

守屋 道明（蟻ヶ崎） 

 淺川 和也（エクセラン） 

生田 和徳（STUDIO IKUTA） 

係名 
氏名（所属） 

主な任務 備考 
23日（土） 24日（日） 

総務 

今井 義明 (松本深志)  田中 一彦(長野)  

林 直哉 (松本深志)  小林 万喜子 (南安曇農業)  

下川 俊介（飯山）   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 

大澤 慎也（おおさわ・しんや） 

進行 
水野 欽透（蟻ヶ崎） 

近藤 弦(大町岳陽) 
脇淵 良太（松商学園） 司会・時間管理 

 

審査統括 
西林 昭隆(梓川) 

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 田中 一彦(長野) 
 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 

大味 聡(長野吉田)  

宗和 孝幸（上田西） 

滝澤 邦夫（美須々） 

大味 聡(長野吉田)  

小林 愛美（岡谷南） 
・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 亘 隆次 

堀内 万優子 技術全般 

・蟻ヶ崎生徒（照明） 

・松商生徒（映像・音響・撮

影） 

集計賞状 
押野 佳明（美須々） 

甲田 泰広（上田） 

押野 佳明（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 宮沢 久（長野西） 宮沢 久（長野西） 
受付・提出物の整理審査

票・感想用紙の返却 

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  水野 欽透（蟻ヶ崎） 

    視聴覚室 近藤 弦(大町岳陽) 

    ホワイエ 宮沢 久（長野西） 

２日目 ホール  内堀 巧也(上田染谷丘) 

    視聴覚室 内山 由香里（岡谷南） 

    ホワイエ 宮沢 久（長野西） 

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 長野西 

技術補助 松本蟻ヶ崎 松商学園 

会場設営 松商学園 長野 
 

 

公開審査会場 ホール（2階）視聴覚室(3階) 

1日目 練習会場（13時～） 音楽室 

大会運営本部（集計室） 第 2会議室（３階） 

審査会 第１会議室（３階） 

顧問会（24日のみ） 視聴覚室（３階） 

上部大会手続き（24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 アンケート用紙回収袋 脇淵 

審査用紙・点数集計表 押野 賞状用紙 ＴSＢ 

運営要項 脇淵 白布 ＴSＢ 

生徒用パンフレット 脇淵 賞状用お盆 ＴSＢ 

アンケート用紙 脇淵   

 

 

パソコン(USBケーブル) 押野甲田 

賞状プリンター 脇淵 

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 
 

 

技術関係 １.配線図  
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SDI to HDMI
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スタンドマイク
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卓上マイク

XLR

ビデオスイッチャ

VTR再生 テロップPC

HD-SDI HDMI

HD-SDI HDMI

XLRXLRXLRXLR

XLR XLRHD-SDI
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HDMI

HDMI

SDI to HDMI

プロジェクタ

スピーカーアンプ

XLR XLR

XLR XLR

スピコンスピコン
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2.機材リスト 

 

３.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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【番組部門】 

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 

 

 

 

 
 

品目 学校 使用場所 備考 数量 品目 学校 使用場所 備考 数量
カメラ 深志 大ホール HDR-NX5R 3 ワイヤレスマイク 松商 視聴覚 SM58ワイヤレス 1
スイッチャー 深志 大ホール VR50HD 2 オーディオミキサー エクセラン 視聴覚 1
プロジェクター 美須々 大ホール 1 スピーカー 深志 視聴覚 SX300 2
PC 美須々 大ホール テロップ用 1 アンプ 深志 視聴覚 1
PC エクセラン 大ホール 番組送出Mac 1 GEQ 松商 視聴覚 1
PC 松商 大ホール 番組送出Mac 1 返しスピーカー 松商 視聴覚 SP5 2
SDI-HDIM 深志 大ホール コンバータ 1 PC エクセラン 視聴覚 写真用 1
SDIロング 深志 大ホール 100m 1 PC 松商 視聴覚 テロップ用 1
SDIミドル 深志 大ホール 50m 3 スイッチャー 松商 視聴覚 V40HD 1
SDIショート 深志 大ホール 5m 2 プロジェクター 松商 視聴覚 1
XLRオス-メス 松商 大ホール 10m 2 XLRオス-メス 松商 視聴覚 20m 4
HDMI 松商 大ホール 5m 4 XLRオス-メス 松商 視聴覚 10m 6
有線マイク TSB 大ホール お任せ 1 スピコン 深志 視聴覚 20m 2
有線マイク TSB 視聴覚 お任せ 2 HDMIロング 深志 視聴覚 10m 1
マイクスタンド TSB 視聴覚 卓上 1 HDMIショート 松商 視聴覚 5m 2
マイクスタンド TSB 視聴覚 立ちマイク用 1

回数 AP TVF VM CM アナウンス 朗読 合計 参加校数
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 1 4 4 11
長野吉田 4 3 7
上田 1 1 1 6 4 13
松本蟻ヶ崎 1 1 1 3 6 4 16
上田西 2 1 3
岡谷南 1 1 2 1 6 4 15
長野西 1 1 2 4
松本美須々ヶ丘 1 1 1 2 5
上田染谷丘 1 1 3 1 6
伊那北 1 1
松商学園 1 1 1 6 4 13
松本深志 1 1 1 1 4
エクセラン 3 2 5
南安曇農業 2 2
大町岳陽 1 1 2 1 5
総計 8 7 10 9 43 33 110

1 岡谷南 Perfect Recipe?
2 上田染谷丘 ランドセルガール
3 長野 びりーふ
4 松商学園 三繋一心
5 上田 まだ終わらない大団円
6 松本蟻ヶ崎 幸せ結び
7 長野西 努力のその先へ…

1 岡谷南 脈々
2 松本蟻ヶ崎 この道
3 松本深志 育てよう　楽都松本夢ピアノ
4 上田染谷丘 トココト
5 松本美須々ヶ丘 着ぐるみに夢を乗せて
6 上田 練って練られて
7 大町岳陽 花ひらく
8 長野 教科書何キロもてる？
9 岡谷南 GOAL
10 松商学園 かぶき者

1 長野 復旧から復興へ
2 上田 つむぐ
3 松商学園 続ける先の頂
4 松本美須々ヶ丘 遊び心の宿
5 松本深志 雲を愛する男・上条さん
6 岡谷南 花火大会が優しくない
7 松本蟻ヶ崎 EVER  GREEN
8 大町岳陽 つなげる一歩

1 松本蟻ヶ崎 学校紹介
2 エクセラン ミライの私
3 南安曇農業 南農１
4 松本蟻ヶ崎 イルミ
5 エクセラン 玄人(プロ)も思わず．．．～覗いた先には～
6 岡谷南 岡谷南高校紹介ＣＭ
7 南安曇農業 南農2
8 松本蟻ヶ崎 文武両道
9 エクセラン 小さな代理人
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【アナウンス部門】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【朗読部門】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番号 学校名 氏名 よみがな 学年 性別 タイトル 作者名
1 上田 鈴木　祥子 すずき　しょうこ 1年 女 ブルー 久美　沙織

2 長野 齋藤　亮太郎 さいとう　りょうたろう 2年 男 生きるぼくら 原田　マハ

3 岡谷南 日達　真衣 ひたち　まい 1年 女 生きるぼくら 原田　マハ

4 松商学園 伊藤　寧真 いとう　しずま 2年 男 槍ヶ岳開山 新田　次郎

5 松本蟻ヶ崎 福岡　胡桃 ふくおか　くるみ 2年 女 本を守ろうとする猫の話 夏川　草介

6 長野吉田 西山　真優 にしやま　まひろ 1年 女 おかあさんの木　 大川　悦生

7 長野西 峯村　陽哉 みねむら　はるや 2年 男 天気の子 新海　誠

8 松本美須々ヶ丘 北澤　真衣 きたざわ　まい 1年 女 八十八夜 太宰　治

9 エクセラン 関　龍斗 せき　りゅうと 1年 男 麻布ハレー 松久淳・田中渉

10 長野 田中　寛明 たなか　ひろあき 2年 男 神様のカルテ 夏川　草介

11 岡谷南 滝上　裕史 たきがみ　ひろふみ 1年 男 生きるぼくら 原田　マハ

12 松本蟻ヶ崎 沖崎　結菜 おきざき　ゆな 2年 女 友情だねって感動してよ 小嶋　陽太郎

13 上田 塩沢　文萌 しおざわ　あやも 1年 女 ほしのこえ 新海　誠

14 松商学園 舩坂　晴菜 ふなさか　はるな 1年 女 風立ちぬ 堀　辰雄

15 上田西 吾妻　雅 あがつま　みやび 2年 女 神様のカルテ 夏川　草介

16 長野吉田 嶺村　友智佳 みねむら　ゆちか 1年 女 誰かのぬくもり 新津　きよみ

17 松本深志 川上　陽菜乃 かわかみ　ひなの 1年 女 RDG3 レッドデータガール   夏休みの過ごしかた 荻原　規子

18 大町岳陽 佐野　怜香 さの　りょうか 2年 女 神様のカルテ 夏川　草介

19 上田染谷丘 清水　愛生 しみず　めい 2年 女 ぼくのとなりにきみ 小嶋　陽太郎

20 岡谷南 飯田　優太郎 いいだ　ゆうたろう 2年 男 美しき愚かものたちのタブロー 原田　マハ

21 松商学園 荒井　留莉愛 あらい　るりや 2年 女 神様のカルテ 夏川　草介

22 上田 森川　景允 もりかわ　ひろのぶ 2年 男 うまいものは田舎にある 玉村　富美男

23 松本蟻ヶ崎 小林　洸平 こばやし　こうへい 2年 男 怪談実話死神は招くよ 丸山　政也

24 長野 宇崎　智道 うざき　ともみち 1年 男 ツルネ 綾野　ことこ

25 松本美須々ヶ丘 日下部　咲希 くさかべ　さき 2年 女 本を守ろうとする猫の話 夏川　草介

26 長野西 早川　莉央 はやかわ　りお 2年 女 言の葉の庭 新海　誠

27 エクセラン 有賀　うてな あるが　うてな 1年 女 流れる星は生きている 藤原　てい

28 長野吉田 山﨑　奈央子 やまざき　なおこ 2年 女 おとめの流儀。 小嶋　陽太郎

29 上田 北野　京珠 きたの　みやび 2年 女 火星の話 小嶋　陽太郎

30 長野 東澤　亮太 ひがしざわ　りょうた 1年 男 悲しい話は終わりにしよう 小嶋　陽太郎

31 松商学園 早川　里沙 はやかわ　りさ 1年 女 岳 涌井　学

32 松本蟻ヶ崎 小林　栞菜 こばやし   かんな 2年 女 気障でけっこうです 小嶋　陽太郎

33 岡谷南 中川　心 なかがわ　しん 2年 男 信州の民話伝説集成　伴野のからす田 宮下　和男

番号 学校名 氏名 よみがな 学年 性別 タイトル 写真
1 岡谷南 高野　涼流 たかの　りょう 2年 女 人との関わりと助け合い 有
2 松本蟻ヶ崎 木下　実のり きのした   みのり 2年 女 白馬国際トレイルランについて 無
3 上田 高橋　凜 たかはし　りん 2年 女 鮭を訪ねてバスツアーについて 無
4 松商学園 赤羽　凜花 あかはね　りんか 2年 女 佐藤牧場について 無
5 長野吉田 金子　実由 かねこ　みゆ 1年 女 ゴマシジミについて 無
6 長野 北澤　優衣 きたざわ　ゆい 2年 女 ふれあい野菜市について 無
7 上田染谷丘 鎗田　柊佳 やりた　しゅうか 1年 女 軽井沢町と大槌町の交流について 無
8 松本蟻ヶ崎 山村　咲 やまむら　さき 2年 女 穂商マーケットについて 無
9 上田 井沢　瑠菜 いざわ　るな 2年 女 ８人の合唱部について 無
10 岡谷南 古田　皓祐 ふるた　こうすけ 2年 男 あゆみの会のお弁当 有
11 松商学園 赤羽　明香里 あかはね　あかり 2年 女 西軽井沢ケーブルテレビについて 無
12 大町岳陽 瀬戸　美羽 せと　みはね 1年 女 日本雷鳥について 無
13 上田西 浦野　帆乃佳 うらの　ほのか 1年 女 アーティスティックスイミングについて 無
14 長野吉田 高橋　諒多 たかはし　りょうた 1年 男 松澤さんと水害について 有
15 長野 塚田　百香 つかだ　ももか 1年 女 善光寺びんずる市について 無
16 松本蟻ヶ崎 一志　さくら いっし　さくら 1年 女 明科のワインについて 無
17 上田 寺尾　樹 てらお　いつき 2年 女 芙蓉保育園について 無
18 松商学園 前澤　結菜 まえざわ　ゆいな 2年 女 犬の結婚式について 無
19 岡谷南 五味　輝 ごみ　あきら 1年 男 神長官守矢資料館について 有
20 松本深志 藤森　未己 ふじもり　みき 2年 女 松本駅に設置された夢ピアノについて 無
21 上田染谷丘 桜庭　怜花 さくらば　りょうか 2年 女 子どもたちの絵を乗せたパッカー車について 無
22 長野西 岡田　雪羽 おかだ　ゆきは 2年 女 地域番組について 無
23 伊那北 遠藤　心 えんどう　こころ 2年 女 ジョイントコンサートについて 有
24 松本美須々ヶ丘 水谷　遥香 みずたに　はるか 1年 女 なぎなた女子・三浦楓さんについて 無
25 松本蟻ヶ崎 田中　小愛 たなか　こいと 2年 女 ボランティア活動について 無
26 上田 森田　真緒 もりた　まお 2年 女 公文書館について 無
27 岡谷南 小平　くるみ こだいら　くるみ 1年 女 マルゴ工業のテープ技術について 有
28 松商学園 増田　優紀 ますだ　ゆき 1年 女 御嶽山でのヨガ 無
29 長野吉田 茂澄　美萌咲 もずみ　みもざ 1年 女 にとはちさまについて 無
30 長野 光島　伊吹 みつしま　いぶき 1年 女 信州・学び創造ラボについて 無
31 大町岳陽 宮永　侑奈 みやなが　ゆうな 2年 女 KID'S DAYについて 無
32 上田西 小澤　奈々花 こざわ　ななか 1年 女 緑のフェスティバルについて 無
33 岡谷南 小池　克哉 こいけ　かつや 1年 男 諏訪大社前宮について 有
34 上田 柳澤　優希 やなぎさわ　ゆうき 2年 女 猫カフェについて 無
35 松本蟻ヶ崎 中村　小百合 なかむら　さゆり 2年 女 どんぐりプロジェクト♪について 有
36 松商学園 奥原　凛久 おくはら　りく 2年 男 小太郎さんの一転 無
37 上田染谷丘 高山　侑那 たかやま　ゆうな 2年 女 上田映劇について 無
38 長野吉田 大久保　美咲 おおくぼ　みさき 2年 女 大岡道の駅のおやきについて 無
39 長野 中島　智咲 なかじま　ちさき 1年 女 信州親子塾について 無
40 上田 小西　沙幸 こにし　さゆき 2年 女 災害について 無
41 松商学園 中野　心音 なかの　ここね 1年 女 世界への挑戦者 無
42 岡谷南 笠原　羽奈 かさはら　はな 2年 女 『ONLY ONE』について 有
43 松本蟻ヶ崎 百瀬　優芽 ももせ　ゆめ  2年 女 松原モールぷろじぇくとについて 有
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ビデオメッセージ(VM)部門 制作意図 

 
 
VM１ 岡谷南 脈々 

岡谷市で 8月、第 50回岡谷太鼓祭りが行われました。今年で 50回と
なる節目の太鼓祭りのフィナーレで「脈々」という曲が演奏されました。
この脈々を作調した信濃神龍会の高宮翔さんにインタビューを重ねてい
くと、脈々へかけた思いや、太鼓祭りへの熱意が伝わってきました。
様々な葛藤を乗り越え、岡谷太鼓を引っ張っていく覚悟を決めた高宮さ
んの夢を追いかける姿を見て、その思いを伝えるためにこの番組を制作
しました。 
 
VM２ 松本蟻ヶ崎 この道 
  松本市に、オリジナル曲を中心に活動している蒼星バンドというグル
ープがあります。このバンドを作った中田芳典さんは、２６歳の時に全
盲になりました。それによって、本当の幸せとは、人を優しく思いやっ
て愛することだと気づき、そんな心の思いを曲を通して伝えたいと思い
ました。人を愛することの大切さを、お客さんに届けつづける蒼星バン
ドの活動を伝えるために、この番組を制作しました。 

 
VM３ 長野県松本深志 育てよう 楽都松本夢ピアノ 
松本駅の改札を出ると、東側の広場からグランドピアノの音が聞こえて
くる。 
今年 8月、松本駅の自由通路に「楽都松本夢ピアノ」と名付けられた、
ストリートピアノが置かれた。「設置までの道のりは簡単なものではな
かった。」と夢ピアノ代表者の折居さんは語る。設置までの奮闘と、ピ
アノを利用する方たちの想いを追った。 

 
VM４ 上田染谷丘 トココト 
トココトというのは上田市の中心市街地と旧丸山邸エリアの個人店が 9
月に 10日間行う企画で、お店を紹介した 1枚の地図を見ながら上田の
街を歩くイベントだ。去年、トココトのフリーペーパーを学校の近くの
カフェで見つけ、それをもとに街歩きをするうちに「上田市って魅力的
ないい街だなぁ」と心から思えるようになった。それまではただのつま
らない田舎としか思っていなかったのに、帰り道の景色はまるで違って
見えた。このことは上田市だけでなく、どんなところでも同じ。自分が
知らないだけで、興味がないだけでその場所の魅力に気づかないのはと
てももったいない。そんな思いで制作した。 

 
VM５ 松本美須々ヶ丘 着ぐるみに夢を乗せて 
皆さんはあんころもちけいいちさんを知っていますか？ 
あんころもちけいいちさんは被り物をして、いろいろなイベントに出没
しています。 
町の人々にも人気のあんころもちさんですが、被り物を始めたきっかけ
は意外なものでした。 
絆の輪を広げているあんころもちけいいちさんのことをより多くの人に
知ってもらいたくて、この番組を制作しました。 

 
VM６ 上田 練って練られて 
上田市柳町にある和菓子屋、名取製餡。このお店の四代目女将である、
名取啓子さん。その女将さんが特にオススメしている売上№１のお菓子、
「そばようかん」は上田にこだわって作られており、上田産のそば粉と
自慢のあんこから出来ています。手作りで作られているようかんと女将
さんの人柄に興味を持ち、この番組を制作しました。 

 
VM７ 大町岳陽 花ひらく 
大町市では毎年夏に小学生向けイベント「KID'S DAY」が開かれます。
サッカー、茶道、ヘアアレンジなど広い分野で講座が開かれ、やりたい
ものを体験できます。地元のお父さん・お母さんが立ち上げたこのイベ
ントは、様々な体験ができると話題になっています。KID'S DAY代表の
中村真由美さんの思いと子どもたちの生き生きとした姿を伝えたいと思
い、この番組を制作しました。 

 
VM８ 長野 教科書何キロもてる？ 
私達は毎日荷物を背負って通学していますが、その荷物がとても重いと
いう問題が生徒を苦しめています。そこで、小中学生・高校生の荷物の
重量の実態について調べ、軽くするための解決策を検討しました。その
上で、取材を通して見つかった、より実効性のある工夫を実践し提案し
ています。この作品を通して、自分で問題を解決しようとすることの大
切さを伝えます。 

 
VM９ 岡谷南 ＧＯＡＬ 
下諏訪を拠点に戦う電動車いすサッカーチーム・FCクラッシャーズの監
督を務める三崎賢治さんは、23年前に長野県で初めて同競技を始めた第
一人者です。重い障がいを持つ選手たちが命懸けで取り組む競技を通し
て、三崎さんは選手たちに夢を与え、支え続けています。選手と共に喜
び、悔しがる様子はまるで家族のようです。どうしてそこまで電動車い

すサッカーに取り組むのか、三崎さんの熱意を伝えたいと思い制作しま
した。 

 
VM１０ 松商学園 かぶき物 
「世界中の農業を変えたい」そんな目標を掲げている一人の男性に私達
は出会いました。幾多の挫折や失敗に直面し、周りから馬鹿げていると
言われても、自身の目標に向けて一歩ずつ進み続ける農業界のかぶき者
を通して、現代の農家の課題とその改善策を発信したいと思いこの番組
を制作しました。 
 

オーディオピクチャー(AP)部門 制作意図 
 
 
AP１ 長野 復旧から復興へ 
地附山は、長野高校の北西に位置しています。私達は、この山で 34年
前に起きた大規模な地滑り災害をとりあげました。災害後の対策工事と、
公園やトレッキングコースの整備、この二つの出来事を取材し、関わる
人の思いに寄り添い、災害から「復旧」することと「復興」することと
いう二つがどのように違うのか迫りました。 

 
AP２ 上田 つむぐ 
上田市は蚕糸業が盛んな蚕都だが、それを知らない人が多いのが現状。
蚕都となった理由は、上田市が全国でも珍しい蚕に卵を産ませる蚕種業
を行っているからだ。上田市が蚕都となった経緯を知り、誇りを持って
ほしい。上田市では、蚕種の時に出たくず繭を使い、上田紬を織ってい
る。そんな上田紬を広めるために行っている活動を知って欲しい。自分
たちの番組を通して、地域活性化をはかりたい。 

 
AP３ 松商学園 続ける先の頂 
私たちは、71年間赤富士を描いている職人の百瀬さんに出会いました。
この描く赤富士は盛り絵という技法で作られており、現在この技法で描
くことができるのは百瀬さんただ一人です。現在 88歳の百瀬さんには
後継者がいません。それでも百瀬さんは大好きな絵を描き続けています。
色々な不安があるなか好きなもので食べていく秘訣伝えたくてこの作品
を制作しました。 

 
AP４ 松本美須々ヶ丘 遊び心の宿 
 松本に、「Minka house」という古民家を改装したゲストハウス＆カ
フェバーがあります。全て自分たちの手で作り上げたということもあり、
内装は遊び心にあふれた個性的なものになっています。大通りから外れ
た所にあり、地元の方の目につきにくいところにあるこの宿について、
もっと多くの人に知ってもらいたいという思いで、この作品を制作しま
した。 

 
AP５ 長野県松本深志 雲を愛する男・上条さん 
上條藍悠さんは台風オタクだ。 
彼の小学校から続く台風への愛は、高校生になっても続いている。 
その愛は「渦」を創り出す積乱雲の研究にたどり着き、国際大会で結果
を残すに至る。 
大会出場者の研究から刺激を受け、彼は研究者として一段レベルアップ
した。 
彼の愛は一体どこから来たのか、そしてどこまで行くのだろうか。 
そんな上条さんの研究者としての姿を追った。 

 
AP６ 岡谷南 花火大会が優しくない 
皆さんは花火大会は好きですか？花火を近くで見たい時には場所取りを
することもありますよね。諏訪湖花火大会でも毎年多くの人がブルーシ
ートを広げて場所取りをしています。しかし、花火大会の後にあるもの
が残されてしまい、遊歩道を使う人たちに迷惑が掛かっています。この
現状を見て私たちは、何気なく花火に関わる多くの場所で、ちょっとし
た気遣いが足りないことに気が付きました。諏訪湖花火大会を足元から
見つめます。 

 
AP７ 松本蟻ヶ崎 EVER GREEN 
 私たち放送部は青木湖でカヌー体験をしました。その体験を行ってい
るエバーグリーン社の社長、エンライト・ジョン・デイビットさんを取
材しました。取材を通して、デイビットさんが自然を愛し守ろうとする
気持ちや、新しい白馬のあり方の考えを知りました。それを伝えるため
にこの番組を制作しました。 

 
AP８ 大町岳陽 つなげる一歩 
日本雷鳥は山岳地帯に住んでいる鳥です。大町市の鳥として市民に親し
まれていますが、絶滅危惧種に指定されています。そんな中、大町山岳
博物館は今年三月に日本雷鳥の公開を始めました。昭和３８年から日本
雷鳥の保護を行うなど、雷鳥に深く関わってきた博物館です。日本雷鳥
を途絶えさせないために努力している姿を伝えるためにこの番組を制作
しました。 
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アナウンス部門 原稿 
 

 

A1 岡谷南 高野 涼流 
人との関わりと助け合い 

みなさんは、人とのつながりを大切にしていますか？（写真１） 
6年前、私の祖母は脳梗塞で倒れました。それ以来、千曲市にあるフラ
ンセーズ悠という介護施設に入っています。 
（写真２）先月、台風 19号でその施設が被災しました。 
（写真３）大雨で地下室は完全に水没し、1 階も床上浸水となりました。 
停電は 1週間続いたといいます。心配になり、その時のことを祖母に聞
こうとしましたが、｢嫌だ嫌だ、分からない｣というばかりです。相当の
恐怖に襲われ、未だに現実を受け止められない様子でした。 
（写真４）施設長の六川さんも、あの時は不安しかなかったといいます。 
でも「今は取引先やご家族の方々に助けられ、なんとか日常を取り戻せ
た」と、これほど人とのつながりをありがたいと思ったことはないと話
します。 
（写真５）祖母が無事だったのも、たくさんの支えや、つながりがあっ
たからです。 
災害に向けて備えるのは、モノだけでは足りないのかもしれません。 
 

A2 松本蟻ヶ崎 木下 実のり 
白馬国際トレイルランのボランティアについて 

 みなさんは白馬国際トレイルランというものを知っていますか？  
 白馬国際トレイルランは９年前から始まった大会で、様々な国から毎
年１７００人ほどが参加します。４種類のコースがあって、一番長いコ
ースは５０キロです。走りながら白馬の美しい風景を楽しむことができ
ます。毎年開催されてきたこの大会ですが、今年は大雨によりコースが
荒れて、中止になってしまいました。そのため 2020年はさらにパワー
アップした大会にしようと、コースの修繕や安全強化を計画しています。 
 ボランティアに参加したことのある高校生の林みこさんは「水を渡す
とありがとうと言ってくれたり、横を通ったときにハイタッチをしてく
れて嬉しかった。」と笑顔です。さらに、「走っている参加者のみなさ
んはとてもキラキラしていて、自分も元気をもらえる。来年もぜひボラ
ンティアをしたい。」と意気込みます。 
 次回の白馬国際トレイルランは２０２０年９月です。オリンピックに
負けない暑さが白馬を駆け抜けます。 
 

A3 上田 高橋 凜 
鮭を訪ねてバスツアーについて 

今年の秋も「鮭を訪ねてバスツアー」が開催されました。鮭を訪ねてバ
スツアーでは、上田市の小中学生が新潟県を訪れ、信濃川の河口で鮭の
遡上を見学します。鮭の遡上とは、鮭が海から 生まれた川に戻ること
です。このツアーでは活きのいい鮭を気軽に見ることができます。迫力
あるその姿が人気で、今年で 9 年目になります。また、人気のひとつに、
気軽に参加できることが挙げられます。運営にあたる市や公民館が、自
分たちのメリットを活かし、参加費を抑えているからです。そのため小
中学生が気軽に参加できるのです。このツアーについて塩田公民館の堀
内俊幸さんは「違う県でもひとつの川で繋がっている。長野県、新潟県
関係なく鮭の生命力を感じてほしい。」と話します。鮭を訪ねてバスツ
アーは来年で 10回目の節目を迎えます。来年も再来年も、このツアー
が繋がっていくと良いですね。 
 

A4 松商学園 赤羽 凛花 
佐藤牧場について 

長野県山形村にある佐藤牧場に今年新たに３人の女性従業員が仲間入り
をしました。 
若い女性たちが生き生きと働くこの牧場は、オーナーの佐藤勝彦さんと
奥さんのあかねさんが自分たちで牧場を持ちたいという夢を叶えて今か
ら１２年前にオープンしました。現在の従業員は全員女性。女性だけを
採用したわけでは無く、自然と女性が集まったそうです。 
朝五時から始まる牧場の仕事は牛のエサやりと清掃、子牛の哺乳や搾乳
などと大忙し。時には大型のトラクターを使った作業をすることもあり、
女性にとっては重労働です。この牧場で働く清水江梨那さんは、「体中
が凝っちゃうこともある。でもダンプを運転したりして出来る仕事が増
えていくことが嬉しい。」と笑顔で話してくれました。 
楽しいと思える働きやすい環境づくりを目標にする佐藤牧場には今日も
笑顔があふれています。皆さんも可愛らしい牛と従業員の皆さんのやさ
しさに癒されてみてはどうでしょうか 
 

A5 長野県長野吉田 金子 美由 
ゴマシジミについて 

長野市浅川地区では絶滅危惧種の蝶、ゴマシジミの保護活動を行ってい
ます。ゴマシジミの成虫は 500円玉くらいの大きさで、幼虫はワレモコ

ウという花とクシケアリというアリがいないと生きていけない特殊な生
態をしています。 
そんなゴマシジミを守るために立ち上がったのは浅川住民自治協議会の
原田孝成さんです。孝成さんは中学生で蝶の採集を始めました。大人に
なっても蝶たちを守りたいと活動を続けています。 
昨年は多くの人にゴマシジミを知ってもらうために、地域の中学生と協
力し、特殊な生態を伝える紙芝居を作りました。 
孝成さんは「地域全体がゴマシジミの保護活動に関わることでみんなの
環境保全への意識が高まると嬉しい。」と話します。 
最近の調査で浅川地区のゴマシジミは他の地域と DNAが違うことがわか
りました。浅川の蝶が新種に認定されるかもしれません。孝成さんも大
きな期待を膨らませています。 
 

A6 長野 北澤 優衣 
ふれあい野菜市について 
 長野市芹田で行われている野菜市があります。「ふれあい野菜市」で
す。JAながの芹田支所で毎週金曜日の朝に開催されています。 
 ここでは、JAながの女性部の野菜市グループの農家で採れた野菜を販
売しています。朝から始まるこの野菜市にたくさんの地域のお年寄りが
集まってきます。わずか一時間で売り切れるほどの人気です。みずみず
しく、新鮮な野菜に思わずお客さんの笑顔もこぼれます。ふれあい野菜
市はおよそ二十年前、農家で余った野菜を売りたいという願いがきっか
けで始まりました。しかし、最近は会員の高齢化が進み、続けていくこ
とに対する不安が大きいそうです。これからの野菜市について JAなが
の女性部の皆さんは、「これからもたくさんの人に来てもらって、長く
続いてほしいね。みんなのコミュニケーションの場にもなればいいな。」
と語ります。   地域の皆さんの憩いの場にもなっている野菜市は、
採れたて野菜とみんなの笑顔で輝いています。 
 

A7 上田染谷丘 鎗田 柊佳 
軽井沢町と大槌町の交流について 

今年 7月、軽井沢町の小中学生 18名が、東日本大震災で被災した岩手
県大槌町を訪問しました。軽井沢町では震災後、大槌町との交流活動や
資源回収をしています。 
 訪問した生徒の中には震災当時を覚えていない人も多く、今も残る被
害の跡から震災の大きさを知りました。そんな中でも印象的だったのは
「海のある故郷(ふるさと)が好き」という大槌町の高校生の言葉だそう
です。参加した中学 3年生の男子生徒は、「僕たちも、何があっても故
郷が好きと胸を張って言えるようになりたい」と話します。 
 生徒たちは今「大槌町紹介マップ」作りに挑戦中です。現地で感じた
人や自然の魅力をまとめ、軽井沢町内で広めたいと考えています。「軽
井沢町の人に大槌町をもっと知ってもらうと共に、自分の故郷の魅力を
見つめ直すきっかけになってほしい」、そんな想いを込めてマップ作り
に励みます。 
 

A8 松本蟻ヶ崎 山村 咲 

穂商マーケットについて 
 学校の生徒達が社員となり販売実習を行っています。穂高商業高校で
は年に一回穂商マーケットを開いています。問題を解決する能力や、ビ
ジネスに関わる能力を育成するために、生徒達が自ら企画・管理・運営
を行い、食料品や日用品を販売します。当日は地域の方々がお客さんと
なり学校に来て行事に参加します。 
 この活動に参加した２年生の金子花菜さんは「自分たちが社員となり
接客をしたり、企画をするのは大変だったけど、臨機応変に対応するこ
とが出来て良かったです。」と笑顔で言います。この活動で生徒は実践
的な学習の機会を通して、ビジネスに関わる能力だけでなく、地域の人
たちとのコミュニケーション能力も身につけています。また、金子さん
は「この活動で地域の活性化にも貢献できたらいいなと思います。」と
願いを語ってくれました。今後はその一歩として「穂商マーケットを地
域に広め、生徒や地域の人たちの交流の場となるようにしたい」と意気
込んでいます。みなさんも来年の穂商マーケットに足を運んでみてはい
かがですか。 
 

A9 上田 井沢 瑠菜 
８人の合唱部について 

上田市立第四中学校の合唱部が、今年で廃部になることが決まりました。
四中合唱部は、市内のイベントで、多くの人に歌声を届けてきました。
楽しそうに歌う姿と明るいハーモニーは聞く人を笑顔にします。合唱を
聞いた人からは、「素晴らしい合唱をありがとう」「元気が出るよ」と
声をかけられます。そんな四中合唱部は、校内で一番人数の少ない部活
です。今年の部員数は三学年合わせて８人となり、とうとう廃部が決ま
ってしまいました。部長の斉藤彩音さんは、「合唱を楽しんでもらえる
と、私たちも頑張って練習してきてよかったと思います。長い間地域に
笑顔を届けてきた合唱部がなくなってしまうのはとても悲しいです。」
と、廃部を惜しみます。四中合唱部の最後のステージは、一月のアンサ
ンブルコンテストです。８人のメンバーは、最後まで歌声を響かせます。 
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A10 岡谷南 古田 皓祐 
あゆみの会のお弁当 

（写真１）下諏訪町に、笑顔を届けるお弁当があります。それは、東山
田地区のあゆみの会の手作り弁当です。20人ほどのボランティアが集ま
って、地域のお年寄りのために作っています。 
（写真２）年に 3回、自分たちで献立を考え、昼食用に 60個ほど仕込
んでいます。 
最初は、なかなか外に出られなくなった高齢者と交流する機会を作りた
いと始めたそうです。今年でもう 20年になりました。 
（写真３）中身は季節の食材を使い、お年寄りも食べやすいよう、柔ら
かく薄い味付けを大切にしています。煮物や炊き込みご飯など、見た目
も鮮やかです。 
（写真４）お弁当を作る古田節子さんは「初対面でもお弁当が話のきっ
かけになっている」と楽し気です。作ったお弁当はメッセージを添えて、
お年寄りの家まで大切に届けています。お弁当を食べた人からは、お返
しに「美味しかったよ」と電話やメールが来るそうです。 
あゆみの会のお弁当が、世代を超えて、東山田地区を繋いでいます。 
 

A11 松商学園 赤羽 明香理 
西軽井沢ケーブルテレビについて 

皆さんは西軽井沢ケーブルテレビというテレビ局を知っていますか？北
佐久郡御代田町、御代田駅の中にあるテレビ局です。実はこのテレビ局、
「世界一小さいテレビ局」と呼ばれています。昭和５９年に創設され、
今年で３５年目を迎えました。町内で行われたイベントの放送やその日
にあった出来事の生放送を行っているこのテレビ局。制作責任者である
石川伸一さんが子供たちの未来のために自分ができることは何かと考え
たことがきっかけで創設されました。現在の局員は石川伸一さんと小泉
和子さんのたった二人しかいません。石川さんは「撮影から編集まで全
ての作業を行っているため、一人が休むともう一人が全部の作業を行わ
なければならないので大変です。」と話します。それでも石川さんは故
郷を離れた子供たちが帰って来た時、一番に出迎えられる場所が駅の中
のスタジオになりたいという思いを胸に、放送を楽しみにしてる子供た
ちの為、西軽井沢ケーブルテレビは今日も放送しています。 
 

A12 大町岳陽 瀬戸 美羽 
日本雷鳥について 

今年 3月、大町山岳博物館でニホンライチョウが公開されました。 
ニホンライチョウは主に北アルプスに生息しています。今は絶滅危惧種
に指定され、その数は 1700羽以下となっています。 
大町山岳博物館は、昭和 38 年にニホンライチョウの飼育を始めました。
当時全く知られていなかった生態を調べるためです。もう１つは、自然
のライチョウが減った時に、飼育しているライチョウを戻す事が出来る
と考えたからでした。 
しかし、感染症などにより 2004年に国内唯一の飼育が途絶えてしまい
ます。 それからは基礎データや繁殖が優先され、公開されてきません
でした。今回公開されたのは、繁殖が十分に出来た結果です。 
長年、山岳博物館でライチョウの飼育をしている宮野さんは「ニホンラ
イチョウは少しずつ増えているが、まだ絶滅する可能性が高い。知って
もらうために多くの人に実際のライチョウをみてほしい」と真剣に話し
ます。 
日本固有のライチョウを絶滅させないために、山岳博物館の挑戦は続き
ます。 
 

A13 上田西 浦野 帆乃佳 
アーティスティックスイミングについて 

私と同じ 1年生の和田彩未さんは、アーティスティックスイミングとい
う競技をやっています。 
和田さんは親に進められて 5歳の時から始めました。現在和田さんが通
う｢長野アーティスティッククラブ｣で小学校 4年生の時から練習を重ね
てきました。 
今年の 9月〜10月にかけてインドで行われてたアジアエージグループ選
手権大会では、8つの種目に出場し、和田さんはそのうちの 7つの種目
で 1位という素晴らしい結果を残しました。 
そんな和田さんの目標は世界ジュニア選手権大会でメダルを獲得するこ
と、そのために基礎を押さえていきたいと話していました。アーティス
ティックスイミングの魅力、それは体を動かしながら色々な表現演技が
出来ることだと話していました。 
難易度の高い技をこなすことは困難なことです。しかし、和田さんはそ
んな時こそ楽しいことを考えながら練習に励んでいます。 
 

A14 長野県長野吉田 高橋 諒多 
松澤さんと水害について 

(写真１)台風十九号による千曲川決壊によって大きな被害が出ました。
長野市長沼で兼業農家を営む松澤克彦さんも被害を受けた一人です。 

(写真２)松澤さんの家は決壊した場所に近く二メートル以上浸水し、ひ
ざまで泥が積もりました。土壁が崩れ、家電は全て廃棄処分です。無事
だったのは飼い猫だけでした。 
(写真３)そんな中、松澤さんはどうしても家を残したいと願っています。
おじいさんが松澤さんの誕生記念として柱の一本までこだわって作って
くれた家だからです。毎日大量の土砂を運び出さないといけませんが松
澤さんは諦めません。松澤さんは「祖父から受け継いだ大切な家です。
人生が詰まった家を早く直したい。」と決意を固めています。 
 壊してしまったり手放してしまったりする人もいる中、松澤さんは今
日も家を直します。 
 

A15 長野 塚田 百香 
善光寺びんずる市について 
毎月第二土曜日に善光寺びんずる市が境内で開かれています。 
びんずるさんの３００歳記念として始まり今年で７年目を迎えました。
「自分で作ったものを自分で伝える」をテーマに全国から１９０店舗が
出店しています。特に具だくさんなおやきや惣菜パン、毛糸の手袋が人
気です。 
またびんずる市は出店者とお客さんの交流も盛んです。その場で出会っ
た人と会話を楽しみながらキーホルダーなどをつくる姿が見られます。
出店者との会話と充実した買い物が楽しめると観光客が増えてきていま
す。 
実行委員長の箱山さんは「インターネットではできない人とのふれあい
を楽しんでほしい。毎月第二土曜日はびんずる市と言ってもらえるよう
な活動にしたい。」と熱く語ります。 
出店者との交流も魅力なびんずる市。 
１つ１つの商品にぬくもりがあふれています。 
 

A16 松本蟻ヶ崎 一志 さくら 
明科のワインについて 

 「人を幸せにするようなワインを作りたいです。」池上文康さんは安
曇野市明科でワインぶどうの栽培をしています。 
  県外で働いていた池上さんは五年前、父親の病気をきっかけに仕事
を辞め、農業をしていた実家を継ぎました。その時、好きだったワイン
を作ることに興味を持ち、ワインぶどうの栽培を始めました。 
 しかし、サラリーマンだった池上さんは農業を始めるか迷いました。
「最初は会社を辞めて農業を始めることを周りに反対されていました。」
と話します。そんな中、唯一応援してくれたのは高校時代の恩師、小林
俊樹先生でした。小林先生の「挑戦してみればいい。」という言葉に励
まされ、農業を始めることを決意したと言います。 
 今は池上さんを含め 3人で 10ヘクタールの畑でワインぶどうの栽培
をしています。池上さんの願いは明科をワインの町にすることです。 
 

A17 上田 寺尾 樹 
芙蓉保育園について 

上田市新田にある赤いレンガ造りの建物。ここは、認定こども園芙蓉園
です。花と緑に囲まれた環境の中で子供たちが元気に遊んでいます。芙
蓉園では、幼児期に多くの経験をすることが大切だと考えています。そ
の経験の一つが、異文化交流です。異文化にふれ、外国に興味をもって
欲しいという願いから始まりました。年長児を対象とし、アメリカやチ
ベットなどから講師を呼んでいます。子供たちは外国の音楽に乗せて踊
ったり、見たことの無い楽器や衣装に触れたりと、異文化の世界に夢中
です。副園長の飯島俊哲先生は、｢幼児期は、これからあらゆる方向に
花を咲かせる可能性を持っています。この時期にたくさんの種をまくこ
とで、心が豊かな子に育って欲しい｣と話します。今日も芙蓉園では子
供たちの笑顔が弾けています。 

 
A18 松商学園 前澤 結菜 

犬の結婚式について 
専門学校ビジネスカレッジで初めての犬の結婚式が行われました。例年、
ブライダル、ホテル学科を中心に本物の挙式をプロデュースしているビ
ジネスカレッジの全７学科が連携し、学校の先生の愛犬を主役に人前式
と披露宴を企画しました。３歳のゴールデンレトリバー・ゆきちが新郎、
６歳のダルメシアン・るっしーが新婦となり、タキシードやウェディン
グドレスに身を包んで登場し、参列した教職員やペットの前で指輪代わ
りにドッグタグを交換したり、犬用のケーキを一緒に味わったりして祝
福を受けました。愛犬と一緒に式を挙げるカップルはいますが、犬が主
役の結婚式は全体未聞です。ケーキや衣装は全て学生の手作りで、ウェ
ディングケーキを担当した荒井健多さんは「まさか犬用のケーキを作る
とは思っていなかった。練習通りにいかないことも多かったが、臨機応
変に対応する勉強になった」と笑顔で話してくれました。今やペットも
大事な家族の一員です。皆さんも大事なペットの結婚式、挙げてみては
いかがでしょうか。 
 
 
 
 



11 
 

A19 岡谷南 五味 輝 
神長官守矢資料館について 

諏訪文化発祥の秘密がわかるかもしれません。 
（写真１）茅野市宮川の神長官守矢史料館には、長野県宝になっている
１５５の史料をはじめ、１６００点の古文書があります。それは、諏訪
大社上社で神長官という役職を勤めた守矢家に関わるものです。 
（写真２）まず、「神長官」とは、神の長官と書き、諏訪大社上社の神
亊を仕切っていた筆頭神官のことです。守矢家は神長官を古代から明治
時代まで勤めました。史料館には、守矢家が保管してきた史料がありま
す。 
（写真３）諏訪大社に直接関係するもののほかにも、鎌倉幕府をはじめ、
織田や北条氏と交わした書状も残っています。中には、武田信玄の名前
も出てきます。 
（写真４）史料館の館長は「史料が秘めている情報は全国区です」と静
かに話します。 
諏訪地域には、諏訪信仰や御柱といった独自の文化があります。史料を
紐解けば、この土地の起源に迫れるかもしれません。 
 

A20 長野県松本深志 藤森 未己 
松本駅に設置された夢ピアノについて 

松本駅の改札を出ると、東側の広場からグランドピアノの音が聞こえて
きます。 
今年８月、松本駅の自由通路に「楽都まつもと夢ピアノ」と名付けられ
た、ストリートピアノがおかれました。 
このピアノは、相沢病院の医師、相澤 徹さんの夢から始まりました。 
はじめ、北アルプスが望めるアルプス口と始まった計画ですが、 
避難経路の邪魔になると指摘され断念します。 
次に現在の東側の広場が候補にあがります。ところが、屋根にスプリン
クラーがない松本駅では、消防法違反になると指摘されます。 
それでも、相澤さんの夢に賛同した仲間たちが何度も消防署に掛け合い
ました。そしてついに、消火器を一台置き、演奏時間を決めるなどのル
ールを定め、設置の許可がおりました。相澤さんは、 
「このピアノが夢の中心になってほしい」と話します。 
松本駅の雑踏に夢の波紋が広がっていきます。 
 

A21 上田染谷丘 桜庭 怜花 
子どもたちの絵を乗せたパッカ―車について 

今年２月、小諸市で子どもたちのイラストをのせたごみ収集のパッカ―
車がお披露目されました。 
デザインしたのは野岸小学校４年２組の子どもたちです。社会科の授業
で焼却場の見学などを通してごみについて学んできました。そこで、市
内でごみ収集をしている浅麓工業企業組合がこの取り組みを依頼しまし
た。子どもたちのイラストにはリサイクルの様子がえがかれ、２台のパ
ッカ―車に９枚ずつ貼られています。また、分別のマナーが守られるよ
うにと、それぞれ「分君」「マナーちゃん」と名付けられました。 
この取り組みを依頼した桜庭哲也理事長は、「子どもたちがいちばん協
力してくれて嬉しかった。これを見た市民の皆さんが自然と分別やリサ
イクルの意識を持ってくれたら」と話していました。 
自分のまちをきれいにしたい、そんな子どもたちの想いをのせて、分君
とマナーちゃんは今日も市内を走っています。 
 

A22 長野西 岡田 雪羽 
地域番組について  

長野西高校の地元である箱清水地区。そんな箱清水地区の新たな一面を
知ってもらうことをコンセプトとしたテレビ番組が、西校の文化祭で上
映されました。 
 この番組は、箱清水地区を代表する４か所の名店を生徒が取材し、そ
の様子を約 20分の映像にまとめたものです。店主の方はお店の説明の
他に、「箱清水地区は温かい人が多い」など、地元の魅力を熱く語って
います。 
 しかし、生徒はその思いをどのように一つの番組にまとめるか悩んだ
そうです。生徒同士意見を出しあいながら制作された番組は、箱清水地
区の方や西高生の「地元愛」を表現しています。 
 監督を務めた３年生の宮崎敬士さんは「箱清水地区に目を向けるきっ
かけになれば嬉しい」と、話してくれました。 
    多くの思いが詰まった番組は、今もなお愛され続ける箱清水地区の
魅力を伝えています。 
 

A23 伊那北 遠藤 心 

ジョイントコンサートについて 
伊那北高校では毎年３月、合唱部、吹奏楽部、弦楽部で三部合同のジョ
イントコンサートが行われます。例年、第一部は各部の演奏、第二部は
ジョイントステージというプログラムで開催されます。合唱部、吹奏楽
部、弦楽部がそれぞれ独立して活動している学校は全国的に見ても珍し
く、ジョイントステージではその三部によるコラボレーションを楽しむ
ことができます。そんなジョイントコンサートは昨年度４０周年を迎え
ました。節目の年ということで、第二部はジョイントステージではなく

一般から合唱団員を募集し、オルフ作曲「カルミナ・ブラーナ」を演奏
しました。総勢１５０名での演奏は非常に迫力があり、盛大なステージ
となりました。第４１回ジョイントコンサートは２０２０年３月２２日
日曜日。伊那文化会館にて行われます。ぜひ足を運んでみてはどうでし
ょうか。 
 

A24 松本美須々ヶ丘 水谷 遥香 
なぎなた女子・三浦楓さんについて 

 三浦楓さんは、今年の夏に沖縄で開催されたインターハイに出場した
なぎなた女子です。 
 なぎなたは剣道に近い競技で、２メートル以上の柄の先に刃のついた
武器を用います。決められた形や技を二人一組で行う「演技」と、三本
勝負で二本をとったら勝ちの「試合」の二種目で競う競技です。 
 三浦さんは学校で吹奏楽部に所属するかたわら、地元のクラブでなぎ
なたの練習を積み、見事インターハイ出場を決めました。試合などで、
自分なりにアレンジをして、さまざまな技の出し方を発見できるのが魅
力です。 
 三浦さんは「自分より後から始めた子の方が上達が早く、抜かされる
のではないかという怖さもあったが、クラブの先生や、大会で声をかけ
て下さった九州の高校の先生に励まされた」と話します。 
 部活動との両立はたいへんですが、それでも他の人たちに負けないよ
うな選手になりたいという目標を胸に秘めて、三浦さんは今日も練習に
励みます。 
 

A25 松本蟻ヶ崎 田中 小愛 
ボランティア活動について 

 みなさんはボランティア活動に参加したことがありますか。 
 高校２年生の高橋美桜さんは、松商学園高校のインターアクトクラブ
に所属しています。インターアクトクラブとは、１２歳から１８歳まで
の青少年や高校生のための社会奉仕クラブです。ここではあしなが学生
募金活動を行ったり、松本城床磨きボランティアなどの多くの活動に参
加しています。 
 クラブに入って美桜さんは「たくさんの人を助けられ、1人では出来
ない活動を行えることに、とてもやりがいを感じる。」と話します。ま
た、ボランティア活動を経験して「信州花フェスタにスタッフとして参
加したときにボランティアを必要としている人がたくさんいることを実
感した。もし、身近でボランティア活動をしていたら、是非参加してほ
しい。」と願いを込めて話します。 
 ここ数年、大きな自然災害が起きていて、ボランティア活動の必要性
が高まっています。これをきっかけに、みなさんもボランティア活動へ
の参加を考えてみませんか。 
 

A26 上田 森田 真緒 
公文書館について 

９月１日、上田市公文書館が開館しました。公文書館には、農産物につ
いての資料や、議会の議事録などが収められています。ここの魅力は、
なんといっても、直接資料にふれることができる点です。公文書館には、
江戸から昭和までの資料があります。実際に手に取ることで、地域の歴
史を肌で感じることができるのです。そんな公文書館ですが、知名度が
低いため、利用者はほとんどいません。市民のために作られたこの施設
ですが、市民にとって身近であるとは言えません。館長の、土屋信之さ
んは、「公文書館は、地域の歴史が詰まった施設です。たくさんの方に
訪れていただき、自分の地域に愛着を持ってもらいたいですね」と、優
しげな表情です。公文書館は、今日もあなたを待っています 
 

A27 岡谷南 小平 くるみ 
マルゴ工業のテープ技術について 

（写真１）みなさんは、マスキングテープと聞いてどんなイメージを持
ちますか？マスキングといえば今人気の文房具を想像しますが、今回は、
工業の話題です。もともとは包み隠すなどの意味があり、工業の分野で
は塗装やはんだづけの時に飛び散らないように保護をする目的で使われ
ています。 
（写真２）岡谷市のマルゴ工業は、マスキングテープを貼る、専用のロ
ボットを作っています。これは、一台のロボットで様々な幅のテープを
貼ることができ、場所も自由に変えられるので、人が作業するよりも効
率よくマスキングが可能です。 
営業部の今井さんは、（写真３）「今は人手不足の工場が多いです。そ
の問題を解決できるような、役立つ機械を作っていきたい」と前向きで
す。 
（写真４）少子高齢化に伴い、精密の町岡谷でも、工業の担い手が少な
くなっています。 
マルゴ工業のマスキングテープ専用ロボットは、この時代のほころびを、
しっかりとマスキングしています。 
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A28 松商学園 増田 優紀 

御岳山でのヨガ 
９月１６日、御岳山の黒沢口登山道７合目にある歴史ある山荘の２階で
ヨガを楽しむイベントが開かれました。 
このイベントを主催したのは、東京から長野へ移住してきた名小路麻実
子さんです。 
「あなたの森でヨガをしよう」をコンセプトに活動している名小路さん、
実はある復興の一助になればとこのイベントを開催しました。 
それは２０１４年９月に噴火した御嶽山の火災被害です。噴火警戒レベ
ル１の段階にもかかわらず戦後最悪の被害となり多くの登山者が亡くな
りました。 
山で日常を離れることに魅力を感じていた名小路さんは、火山災害後か
ら毎年御嶽山にある山荘に足を運びヨガイベントを開催し続けました。 
イベントを続けて 5年間。名小路さんは「登山道から伝わる声や気配の
中に人とのつながりを感じてほしい」と呼びかけています。 
このヨガの参加者は「人工の音が聞こえない」「パワースポットだ」と
改めて山と自然とヨガに魅力を感じているようです。 
ヨガを通して復興の一助に。皆さんも御嶽山の魅力を一緒に感じてみま
せんか？ 
 

A29 長野県長野吉田 茂澄 美萌咲 
にとはちさまについて 

皆さんは、長野市古牧地区に伝わる『にとはちさま』という話を知って
いますか。 今から 300 年前、松代藩は農民に玄米三斗という重い年貢
を納めさせていました。 そのため農民は苦しい生活を強いられており、 
江戸の将軍に直訴しようと立ち上がります。 そのとき先頭に立ったの
が『助弥』という青年 です。彼は打ち首となってしまいますが、命を
かけた訴えが将軍の胸を打ち、年貢は二斗八升 に下げられました。 そ
して『助弥』は『にとはちさま』という名前で奉られました。 この話
は今も、地元の小学生を集め劇というかたちで語り継がれています。 
劇の監督をつとめる小池晃弘さんは「『にとはちさま』の劇や『助弥』
の姿を通じて、自己犠牲 の精神『義の心』について少しでも感じ取っ
てほしい。」と語ります。 『にとはちさま』は『義の心』が人として
大切なものであると教えてくれます。 
 

A30 長野 光島 伊吹 
信州・学び創造ラボについて 
図書館というとどんなイメージをもっていますか。 
今年４月に信州・学び創造ラボが県立図書館にできました。ここは、利
用者が主体的・創造的に取り組んだ学びの成果を共有していく空間です。 
キャリア開発やまちづくりセミナーなどのイベントが行われたり、３Ｄ
プリンターで物作りができたりします。他にも、料理や勉強などができ
ます。 
以前は会議室と学習室だけの静かだった３階が、利用者が自ら活動でき
る空間になりました。 
本のイメージが強い図書館ですが、元々は情報を提供するために生まれ
た場所です。時代に合わせて求められている情報を本以外でも伝えよう
としています。 
職員の新井さんは「使い方は決めないので、自由に使ってほしい。ラボ
を変えるのは皆さんです。」と話します。 
今までとは違う新たな取り組みを始めた県立図書館。 
始まってから半年が経つラボはまだまだ実験中です。 
 

A31 大町岳陽 宮永 侑奈 
KID'S DAY について 

今年も、８月９日からの 2日間、大町市でキッズデイが開かれました。
キッズデイは小学生がカヌーや太鼓、ドローンなどの講座を体験できる
イベントです。子どもたちは自分の好きな講座を自由に選びます。今年
は 200人が参加し、友達と楽しんでいました。 
しかし、講座を楽しむ中で、自分の思うように出来ず、悔しい思いをし
ている子供たちの姿がありました。それでも諦めずに講座をやりきり、
笑顔で終えている子どもたちは生き生きとしています。 
キッズデイの代表、中村真由美さんは、「子供たちを弱肉強食の世界に
投げ込んで、たくさん悔しい思いをして欲しい。そうすることで子供た
ちが強くなると考えています。」と熱く語ります。キッズデイを終えた
子供達はキラキラとした笑顔で帰って行きました。 
自分で考えて行動したり、講座の中で新しいことに挑戦したりすること
が成長につながっています。キッズデイは子供たちの視野を広げ、新し
いことに挑戦する冒険の場になっています。 
 

A32 上田西 小澤 奈々花 
緑のフェスティバルについて 

先月 26日、上田西高等学校 Dプロジェクト部によって、緑のフェステ
ィバルが開催されました。 
このイベントは、17年前からしなの鉄道西上田駅の南口広場で開催され
ています。地域の企業、保育園児、学生達がブースの出展や演奏会など
をして交流をしています。 

当時の本校生徒会役員と自治体との話し合いの中で実現した広場、ここ
でイベントを開催出来ていることは、地域との結び付きの強さの象徴と
も言えます。 
イベントには幅広い世代が参加しており、楽しんでいる様子が見られま
した。本校副校長の渡辺よしかず先生は、「イベントに参加した人が、
何年か経った時に良い思い出として思い出せたらいい。」と話していま
した。 
このイベントを通して、地域内でのコミュニケーションの輪は確実に広
がっています。これは、災害時など、いざと言う時の助けになるはずで
す。 
本校の先輩方も設置に携わったこの広場、そして、主催の Dプロジェク
ト部は、私たちが助け合って生活していく上で、とても重要な役割を果
たしてくれているのです。 
 

A33 岡谷南 小池 克哉 
諏訪大社の前宮について 

長野県茅野市に、ひそかに人気の場所があります。諏訪大社上社の前宮
です。 
（写真１）前宮は茅野市のはずれの森にひっそりとあります。 
前宮、本宮、春宮、秋宮の 4つのやしろからなる諏訪大社の中で、前宮
だけは国の重要文化財に登録されていません。ところが休日になるとバ
スツアーで多くの参拝客が押しかけます。去年は 10万人以上の人が訪
れたそうです。 
（写真２）前宮が人々を引き付ける理由は、その歴史にあります。実は、
初期の前宮が作られたのは、文字ができる前とされ、神話の時代から語
り継がれている、数少ない神社でもあります。 
（写真３）そして、いまでは全国におよそ 25000社を数える、諏訪神社
信仰の発祥の地と伝えられているのが、前宮なのです。諏訪大社のわた
べさんは、「ここは神様の力に満ちた場所」と話します。 
始まりの場所、前宮。（写真４） 
神話から現代に残るこの場所には、不思議な力が息づいています。 
 

A34 上田 柳澤 優希 
猫カフェについて 

上田市の海野町商店街に、ＮＰＯ法人ＡＬＯがあります。ここは、保護
された猫が働く猫カフェです。優しいクリーム色の店内には、のびのび
と暮らす１０匹の猫がいます。お客さんの膝の上で眠ったり、一緒にお
もちゃで遊んだりと、かわいらしいおもてなしが評判です。そんなＡＬ
Ｏの猫たちは、新たな家族を探しています。気に入った猫が見つかった
場合、無償で引き取ることができるのです。今までに４０匹以上の猫が
引き取られ、新しい生活を歩んでいます。オーナーの中澤祐介さんは、
「猫の自由な生き方が好きです。そんな猫の個性を引き出せるよう、あ
くまで猫がメインの場所作りを目指しています。」と、お店に込めた想
いを話します。自由な猫の世界に、お邪魔してみませんか。運命の一匹
と出会えるかもしれません。 
 

 
A35 松本蟻ヶ崎 中村 小百合 

どんぐりプロジェクト♪について 
 宗賀地区で、どんぐりプロジェクト♪が動いています。 
長野県塩尻市宗賀小学校の隣には学校の林である学友林があり、小中学
生の遊び場でした。 
しかし、国道が開通し、行きにくくなってしまい、荒れた状態となりま
した。 
 ここの整備とともに、平成２８年度に始まったのがどんぐりプロジェ
クト♪です。かつてのように、子供が自然を学びながら触れあい、地域
との交流ができる場にしようと、宗賀地区と小学校が手を組みました。 
東京ドームおよそ３個分の敷地に置かれる７つの遊具は、子供のアイデ
ィアから生まれました。景色を一望できるツリーハウスや、森の調査で
見つけたイノシシの化石も飾られます。 
 プロジェクトリーダーの中野さんは「子供のアイディアが出る度どん
どん良くしていくので、完成は見えません。昔林で遊んだ人、子供たち、
その両親が集まってくれることが楽しみです。」 
と語ります。 
 今、子供たちの一番の楽しみはここで鬼ごっこをすること。 
どんぐりプロジェクト♪の完成を心待ちにしています。 
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A36 松商学園 奥原 凛久 
中村さんの一転 

無農薬農家になって 2年目の中村小太郎さん。小太郎さんは 2年前、農
家には程遠い職種のＩＴ企業の社長でした。そのため農業に関しては全
くの初心者でした。しかし知り合いの農家に助けて貰うことになり、無
事に小太郎さんのお米、通称「小太郎米」を収穫することに成功しまし
た。そして小太郎米を売ることになりますがここで問題が。それは当時
まだ米の流通が分からず、収穫したほとんどの小太郎米を余らせてしま
う事でした。そこで小太郎さんは地産地消を教える機会として、余った
お米を小学校に寄付することにしました。そして小学生と小太郎米を食
べる日小太郎さんはある事実を知ります。それは小学生の 7人に１人が
貧困による飢えがあることです。そのことに対して中村さんは「生産者
として私はただお米を作るだけじゃダメなんだと思います。地域の飢え
をなくすためには子ども食堂をやらないといけないと思ってます。」と
話してくれました。今月 11月には貧困による飢えを広めるために講習
会も開きました。新たな目標を背負い、中村さんは今日も農業を頑張り
ます。 

 
A37 上田染谷丘 高山 侑那 

上田映劇について 
 上田市には風神、雷神のレトロな看板が目立つ小さな映画劇場があり
ます。創業 100年をこえる上田映劇です。全盛期は劇場に長蛇の列がで
きていましたが、次第にお客さんは減り、2011年に映画の定期上映を終
了しました。 
 ところが、2年後に上田映劇が映画「青天の霹靂」のロケ地として全
国的な注目を集めることになります。そして、この劇場を多くの人の記
憶に残る場所にしたいと定期上映を再開しました。すると、全国からお
客さんが詰めかけ、再び活気を取り戻しました。 
 NPO法人上田映劇副理事長の原悟さんは「今でも全国からお客さんが
来てくれてうれしい。でも、若いお客さんが少ない。もっと若い人に映
画にふれてほしい。」と話します。 
 現在、上田映劇では１日４本から７本の映画が上映されています。ど
こか懐かしさを感じる劇場で映画を楽しみませんか。 
 

A38 長野県長野吉田 大久保美咲 
大岡道の駅のおやきについて 

 長野市の大岡道の駅では、長野県の郷土料理「おやき」を販売してい
ます。大岡のおやきは薄皮にたっぷりの餡を包んでいて、ひとつ１００
グラム。多いときは１日３５０個を売り上げるほど評判です。 
 この人気の秘訣は、おやきを作るおばちゃんたちにあります。地元特
産の野菜を使った餡に、おばちゃんオリジナルの味付けをしています。 
 注目は、その餡を包む技術です。作り手の熊井さんは、餡を包む皮が
同じ厚さになるようにこだわっています。どこを食べても丁度いい割合
にするためです。慣れるまで苦労しましたが、今では１つ７秒ほどで包
んでしまいます。 
 熊井さんは、「お客さんにおいしかったと言われるのが嬉しいねぇ」
と笑顔で話してくれました。 
 今月は、旬の野沢菜おやきが食べごろです。おばちゃんたちの漬けた
野沢菜が、薄皮にたっぷり詰まっています。大岡道の駅でひとつ１４０
円です。 
 

A39 長野 中島 智咲 
信州親子塾について 
 長野市東和田に生きづらさを感じている人が集まっている場所があり
ます。信州親子塾です。今年四月、教員資格を持つスタッフ三人が立ち
上げました。学校になじめずに悩んでいる学生とその親の居場所になり
たいという思いからです。現在は中学生から大学生までの人が通ってい
ます。 
塾では、自分の好きなことや得意なことを通して自分らしさを伸ばして
いきます。牛乳パックを使った工作やプラレール、詩吟など勉強に限ら
ず自分の好きな活動を行っています。塾生の多くは不登校の生徒ですが、
塾に通ったことで通信制を始めた子もいます。 
 スタッフの齋藤光代さんは、「無理に嫌なことはしなくてもいい。こ
こでは好きにしていい。自分を押し殺してしまう子が自分らしさを出せ
るようにしたい。」と語ります。 
 信州親子塾は始まってまだ半年。これからも自分らしく生きるための
選択肢を増やしていきます。 
 

A40 上田 小西 沙幸 
災害について 

強い雨が降り、風が吹きました。川が氾濫した地域もあります。上田電
鉄の橋は今なお落ちたままです。10月 12日、台風 19号が長野県に上陸
しました。上田市にも大雨特別警報が出されました。この特別警報は数
十年に一度の災害だと予想される時に発表されます。上田市の観測所の
中で最も降水量が多かったのは鹿教湯地域です。長野地方気象台による
と、上田市鹿教湯の 12日の降水量は 320mmでした。この記録は 37年ぶ

りの最高記録だそうです。長野地方気象台の成田冴理さんは、「他人事
だと思わないで、情報を見て自分で判断することが大事です。」と言い
ます。自分は大丈夫だと思っていませんか？災害はいつどこで起こるか
わかりません。命を守るには対策が必要です。自分のために、大切な人
のために災害に備えましょう。 
 

A41 松商学園 中野 心音 
世界への挑戦者 

今年８月、ブラジルで開かれた聴覚障害者のスポーツの大会である 
「世界ろう者水泳選手権大会」 で本校３年の中東郁葉さんが銅メダル
を獲得しました。小学２年生から水泳を始めた中東さんは、これまで
数々の大会で好成績を残してきました。しかし、平成２９年に開かれた
デフリンピックでは、惜しくも結果は ６位。世界とのレベルの差を見
せつけられる結果となり、目標を見失ってしまった中東さん。そんな時、
コーチの小林さんに背中を押され、今回の大会への出場を決めました。
そして５月から猛練習を重ね、女子自由形 １５００ｍ では１８分４
６秒 という日本新記録を残すことができました。中東さんは「国内の
レースと違ってレベルが高い選手が多いなかで結果が出せた。メダルを
取れた喜びが大きく、手ごたえをつかんだ。」 と話してくれました。 
憧れだった“世界の表彰台”に立つことができた中東さんは、２年後の
デフリンピックへ向け、着実に歩みを進めています。 

 
A42 岡谷南 笠原 羽奈 

『ONLY ONE』について 
（写真１）30周年を迎えた岡谷市のカノラホールで、今年 9月、『オン
リー・ワン』というオリジナルミュージカルが上演されました。カノラ
ホールは市民参加事業が多く、30年の節目に企画されたオンリー・ワン
を演じたのも、公募で選ばれた 40人の市民の皆さんです。 
（写真２）物語は、不思議な扉をくぐった主人公の少年が、不思議な人
達と出会い、一人一人がオンリー・ワンの存在だと気づく話です。キャ
ストは小学 2 年生から 50 代と幅広く、初心者ばかりです。1 年に渡って、
俳優の灰野優子さんの指導を受けてきました。迎えた本番は、全員が、
まるで主役のように演じ切ることが出来ました。 
（写真３）公演を終えて、館長の橋爪哲也さんは、「素晴らしかったの
一言です。事務室ではしばらくオンリーワンロスが起こりましたよ」と
振り返ります。 
（写真４）30年を超えて、新たな時代を歩み始めたカノラホールに、オ
ンリーワンのミュージカルが誕生した瞬間でした。 
 

A43 松本蟻ヶ崎 百瀬 優芽  
松原モールぷろじぇくとについて 

 ショッピングモールの賑わいを取り戻そうとする取り組みが行われて
います。 
 長野県松本市の住宅団地の中に、松原ショッピングモールはあります。
かつては、モールのシンボルである時計台を中心に、たくさんの人で賑
わっていました。ところが、２１年前に火災で時計台が壊れてから、人
が減り、寂しいモールへと変わってしまいました。 
 そんな中、「松原モールぷろじぇくと」が始動しました。からくり時
計の修理を行い、時計台から松原を活性化させようと、地域の人を中心
に活動しています。この取り組みでは、修理費の募金活動や松原モール
の清掃活動、月に一度、時計台ミニコンサートを開いています。コンサ
ートをきっかけに地域の交流が生まれ、松原モールには再び人が戻りつ
つあります。 
 代表の下村さんは、「地域交流に関心をもってもらい、地域の絆が深
まることを望んでいます。」と力強く話してくれました。 
 松原のシンボルであったからくり時計は、輝きを取り戻し始めていま
す。 
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朗読部門 原稿 
 
 

R1 上田 鈴木 祥子 
ブルー 久美 沙織 

手にはいらなかったもののことなんか教わったら、余計くやしいかなぁ。
でも‥‥‥もし輪廻転生というものがあって、魂がまたチャンスをもら
えるなら、この世のなにも知らず自分の責任じゃなく天国に戻らなくち
ゃならなかった赤ちゃんなんて、生まれかわり候補ナンバーワンクラス
にちがいない。そしたら、予告編、楽しそうなところいっぱい、教わっ
ておいた方がいい。ああ生まれたいって。世界に行ってみたいって。い
ろんなことしてみたいって。心から思って、そして、生まれてこられる。
‥‥‥そういえば‥‥‥あたしは、このあたしがはじめてなんだろう
か？別のあたしがいて、生きて死んだことが何度も何度もあっても、た
だまるっきり覚えてないだけなんじゃないだろうか。天国にもきっと行
ったことがあるんじゃないか。そこで、誰かに逢っただろうか。誰かに、
守ってもらっただろうか。かわいがってもらっただろうか。歌をうたっ
てもらっただろうか。「ねぇサヨコさん、もしかして、先生さん、会っ
たんじゃないかな、うちの赤ちゃんに。だったらいいなぁ。そう思いま
せんか。‥‥‥ひょっとして、あたしとサヨコさんがこうして出会った
の、そのせいだったりして」オグラサヨコは黙っていた。でも、もぞも
ぞ動いて、手を伸ばして、探るようにして、杏の手を握った。ぎゅっと。
強く。 
 

R2 長野 齋藤 亮太郎 
生きるぼくら 原田 マハ 
「うちも昔、おふくろが生きてた頃は、毎日弁当作ってくれてねえ。お
にぎりと漬け物なんていう、なんてことのないものが、なんだか沁みる
ほどうまいんだよな」 
田端さんはなつかしそうに言ってから、人生の膝の上にころんと並んだ
おにぎりをしげしげと眺めた。 
「麻生君。おにぎりって、なんかこう、実にいいかたちをしてると思わ
ない？」 
突拍子もないことを言われて、人生は戸惑ってしまった。 
「いいかたちっすか。そうスね、いいかたち……なのかな」 
手のひらに取り上げてつくづくと眺める人生の様子を見ながら、田端さ
んは教えてくれた。 
「どうしていいかたちかっていうとね。人の手で結ばれたかたちをして
いるからだよ」 
 ふたつの手と手を合わせて、ほっこりと握る。それがおにぎりのかた
ち。これを食べる人が健康でいっぱいご飯を食べられますようにってい
う、作った人の祈りのかたちなんだよな。そんなふうに田端さんは言っ
た。 
なるほど、そう言われてみると、ばあちゃんの作ってくれたおにぎりは、
そのまんま、ばあちゃんの手を結んだかたち、ばあちゃんの祈りのかた
ちに見えてくる。コンビニのおにぎりが味も素っ気もなく見えるのは、
機械が作ったかたちだからなのかもしれない。 
 

R3 岡谷南 日達 真衣 
生きるぼくら 原田 マハ 

ばあちゃんは、いつもこの場所に来て、自分の人生を振り返ったり、未
来を夢見たりしていたのだと思う。 
人生という長い川に浮かび上がる大きな泡も小さなあぶくも、この湖は、
黙ってすべてを受け止めてくれる。 
 ただ静かで、どこまでも深い包容力に満ちた、一枚の絵のような風景。 
 その場所が、本当に本物の一枚の絵になっていた。 
 その喜びを、幸せを、いったい誰に感謝すればいいのだろうか。 
 とにかく、この場所を選んで描いてくれた画家に、偶然にも画集を買
ってきてくれた息子に、八ヶ岳の神さまに心から感謝した。 
 ひたすら感激する母に向かって、ばあちゃんの息子、つまり人生の父
は、ちょっとした発見をしたかのような口調で言った。 
―緑の中を歩いていくこの白馬は、母さんなんだよ、きっと、そうだよ。 
ばあちゃんの話をそこまで聞いて、わあ、とつぼみが声をあげた。「す
ごい。あたし、その絵、見てみたい」 
 おれも、と人生が言うよりさきに、ばあちゃんが「ええ、もちろんよ」
と答えた。 
「その画集、大切に取ってあるから。帰ったら、見せてあげましょうね」
人生の胸の中にある湖の表面で、ぴちゃんと音を立てて小魚が跳ねるよ
うな感触を覚えた。 
 

R4 松商学園 伊藤 寧真 
 

R5 松本蟻ヶ崎 福岡 胡桃 
本を守ろうとする猫の話  夏川 草介 

 ありがとうございました、と今度ははっきりと頭を下げた林太郎を、
女はしばし沈黙とともに見守っていた。 

「素敵なお別れの言葉だわ」 
小さくつぶやくと右手をすっと持ち上げ、傍らに浮かんでいたスクリー
ンに触れた。途端に三面のスクリーンが消え、元の空っぽの本棚が立ち
並ぶ殺風景な景色にもどった。 
 女の手が書棚に触れると、今度は、青い光とともに棚の中に次々と本
が生み出され、順序よく整列させられていく。またたくまに両側の壁は
ぎっしりと重厚な蔵書で埋まった。 
「やっぱりここは、この方が似合うわね」 
 にこりともせずそんなことを言う。 
 その突飛な言動が、女性なりの返礼であると、林太郎はすぐに気づく
ことができた。 
「僕も断然、こっちの方がいいと思います」 
 笑顔で応じれば、女はあくまで無表情のまま小さく、しかし確かにう
なずいた。 
  辺りの光はさらに強さを増し、書棚とソファと二人をそっと包み込ん
でいく。 
 林太郎はただ立ち尽くしているしかない。 
光の中で、女の血の気の薄い唇がかすかに動いて、何事か小さくつぶや
いたようだが言葉は届かない。そのまままるで何事もなかったかのよう
に、林太郎に背を向けて歩き出した。 
 

R6 長野県長野吉田 西山 真優 
おかあさんの木 大川 悦生 

洞窟のなかも外も、にわかにさわがしくなりはじめた。アメリカ軍が山
ひとつむこうまでせまってき、日本軍はいよいよ島の北はしへおいつめ
られたようだ。 
 最期の時がくる。もうすぐくる。 
 とうさんは、ふと見えない目の奥でふるさとの村を見た。せせらぎの
音や、馬のいななきや、石ころ道にきしむ大八車の音を聞いた。 
 山あいのだんだん畑と、夕焼け雲をうつした青田と、谷間にひっそり
うずくまる家いえ。一日の仕事をおえて、馬の背にこんもりと草をつみ、
みんな家へもどってくる。うすぐらくなった土間では、腰の曲がったお
っかさんが火吹き竹でプープーふいて、かまどの火を起こし、晩げのし
たくをはじめる。 
 やがて、村はくれなずみ、いろりでは鉄なべから、みそ汁のにおいが
立ちのぼる。 
「おれが小さかったとき、家のくらしはまずしかったが、何と平和だっ
たろう。村には人殺しはおろか、どろぼうひとりいなかった。そして、
おっかさんの手はあたたかかった。おれはいったい、何のために生まれ、
何のために苦労して育てられたのか。ほんとに、お国のためだったの
か？」 
 とうさんは、はげしく首をふった。 

 
R7 長野西 峯村 陽哉 
天気の子 新海 誠 
ふいに何かを思い出したかのように、陽菜の顔が曇る。迷うような表情
になる。問いかけるように僕に叫ぶ。「でも、私が戻ったら、また天気
が……！」「もういい！」僕は怒鳴る。陽菜が驚いた表情をする。僕は
決めている。他の事なんてどうだっていい。神様にだって僕は逆らう。
言うべきことはもうわかっている。「もういいよ！陽菜はもう、晴れ女
なんかじゃない！」見開いた陽菜の瞳に、激しく明滅する稲妻が映る。
雷鳴に振動する雲間を抜け、僕たちは積乱雲の下を真っ直ぐに落ちてい
く。眼下には輝く東京の街がある。街と陽菜に、僕の手は近づいていく。
僕は陽菜に叫ぶ。そう、言うべき事は分かってる。「もう二度と晴れな
くたっていい！」陽菜の瞳に涙が湧き上がる。「青空よりも、俺は陽菜
がいい！」陽菜の大粒の涙が風に舞い、僕の頬にあたる。 
 

R8 松本美須々ヶ丘 北澤 真衣 
八十八夜 太宰 治 

「やあ、八が岳だ。やつがたけだ。」 
 うしろの一団から、れいの大きい声が起って、 
「すげえなあ。」 
「荘厳ね。」と、その一団の青年、少女、口々に、駒が岳の偉容を賞讃
した。 
 八が岳ではないのである。駒が岳であった。笠井さんは、少し救われ
た。アンリ・ベックを知らなくても、アンドレア・デル・サルトを思い
出せなくっても、笠井さんは、あの三角に尖った銀色の、そうしていま
夕日を受けてバラ色に光っているあの山の名前だけは、知っている。あ
れは、駒が岳である。断じて八が岳では、ない。わびしい無智な誇りで
はあったが、けれども笠井さんは、やはりほのかな優越感を覚えて、少
しほっとした。教えてやろうか、と鳥渡、腰を浮かしかけたが、いやい
やと自制した。ひょっとしたら、あの一団は、雑誌社か新聞社の人たち
かも知れない。談話の内容が、どうも文学に無関心の者のそれでは無い。
劇団関係の人たちかも知れない。あるいは、高級な読者かも知れない。
いずれもせよ、笠井さんの名前ぐらいは、知っていそうな人たちである。
そんな人たちのところへ、のこのこ出かけて行くのは、なんだか自分の
ろくでもない名前を売りつけるようで、面白くない。軽蔑されるに違い
ない。慎まなければ、ならぬ。 



15 
 

 

R9 エクセラン 関 龍斗 
麻布ハレー 松久淳・田中渉  

そういえば僕が彼女以外の人と最後に喋ったのはいつだったろう？ 
夕方になるとオート三輪に乗って彼女がやってくる。彼女は山の麓の村
に住んでいて毎日この時間僕の観測データを受け取りにくるのだ。その
とき僕はパイプ椅子に座って彼女は僕のベッドの端にちょこんと膝を揃
えて座る。ワンピース姿が多く座るとちょうど膝小僧が見える。正直な
ことを言えば彼女が僕が書き留めたデータに目を通している間僕はちら
ちらとそのワンピースの裾と彼女の白い膝小僧を盗み見ている。 
「ハレーはいつごろから見られるのかしら」 
ノートから目を上げると彼女は僕の方を見て微笑んだ。僕は彼女の膝小
僧と同じくらいにその微笑みにも弱い。思わずごくりとわずかな唾液を
飲み込んで少しむせそうになった。 
「来月には、この望遠鏡でも捉えられると思います」 
僕は緊張を隠してなるべく平然とした声で言った。そして望遠鏡に手を
かける。屈折式でほぼ一・五メートルほどの長さで直角に曲がっている
土台に長さが三メートル余りある筒にさらに小さい筒が平行に付いてい
る。ドイツ製だと聞いたことがある。レンズの直径は二十センチだ。 
「楽しみ」 
彼女はそう呟くと、とんと床に立って、そして望遠鏡を覗き込んだ。僕
の少し先に彼女の長い髪が肩からさらりと下りて揺れた。 
 

R10 長野 田中 寛明 
神様のカルテ 夏川 草介 
 駆け寄ってきた細君が、いきなり私の胸に飛びついた。 
「私はここからイチさんと見上げるこの町の空が一番好きです。一年に
一度くらい、こうして散歩できる日がつくれるとよいですね」 
 細君は懸命に私を励ましているのである。 
 胸に積もっていた泥のようなわだかまりが、静かに押し流されていく。 
〝何たる失態だ……！〟 
 私はおのれを叱り付けた。 
 私としたことがひとり手前勝手に懊悩し、気づいてみれば、長旅から
ようやく帰宅した細君にねぎらいの言葉ひとつかけていない。ひとり
鬱々と感傷のぬるま湯に浸り、固執の酒に酔いしれていただけである。
なんと無様なひとりよがりか。 
 細君が、またぱたぱたと駆け出した。つやのある黒髪が星の光を受け
てきらきらと輝いて見える。その輝きを見つめているだけで、無上の温
かさが胸に広がっていく。どれほど多忙のうちにあっても、この一時の
大切さを見過ごしてはなるまい。 
 私は束の間躊躇したものの、意を決して大声で叫んだ。 
「おかえり、ハル！」 
 振り返った細君が、少し驚いたような顔をしてから、すぐに幸せそう
に微笑んだ。 
 

R11 岡谷南 滝上 裕史 
生きるぼくら 原田 マハ 

農業の繁忙期は目の回るような忙しさで、農閑期にもほぼ毎日近所の直
売所に野菜や豆などを出荷しているので、とにかく「弁当など作ってる
ヒマはない」ということだった。 
「うちも昔、おふくろが生きてた頃は、毎日弁当作ってくれてねえ。お
にぎりと漬け物なんていう、なんてことのないものが、なんだか沁みる
ほどうまいんだよな」 
田端さんはなつかしそうに言ってから、人生の膝の上にころんと並んだ
おにぎりをしげしげと眺めた。 
「麻生君。おにぎりって、なんかこう、実にいいかたちをしてると思わ
ない？」 
突拍子もないことを言われて、人生は戸惑ってしまった。 
「いいかたちっすか。そうスね、いいかたち……なのかな」 
手のひらに取り上げてつくづくと眺める人生の様子を見ながら、田端さ
んは教えてくれた。 
「どうしていいかたちかっていうとね。人の手で結ばれたかたちをして
いるからだよ」 
ふたつの手と手を合わせて、ほっこりと握る。それがおにぎりのかたち、
これを食べる人が健康でいっぱいご飯を食べられますようにっていう、
作った人の祈りのかたちなんだよな。そんなふうに田端さんは言った。 
 

R12 松本蟻ヶ崎 沖崎 結菜 
友情だねって感動してよ 小嶋 陽太郎 

 あの手紙を書いていたのは朝長君。めくちゃんが朝長君に対する恋心
を私に報告していたのではない。……ということは、朝長君が、めくち
ゃんに対する恋心を神様に向かって叫んでいた、と言うことだ。でも、
それなら結局、私にとっては同じことだ。いま目の前にいる朝長君は、
めくちゃんと恋人になったことを報告しに来たのではなくて、これから
めくちゃんに告白しに行くことを、事前に報告しに来たのだ。なぜなら
朝長君は、すごく律儀だから。アイスのことを、アイスクリームと、エ
ノキのことを、エノキダケと言うくらいに。たったの九十円を、ちゃん
と返してくれるくらいに。 

「実は、一年くらい前には、もう、一目惚れしていたんだ」と朝長君は
言った。 
「ちょっと待って！」私はまた、朝長君がしゃべりだしたのを、あわて
てさえぎった。「大丈夫。わかってるから、言わないでほしいの。お願
い」 
でも朝長君はめずらしく強い調子で、「小田さん、迷惑かもしれないけ
ど、言わないと気がすまないんだ」と言って、強引に続けた。私は、朝
長君の、律儀すぎる性格を恨んだ。 
 

R13 上田 塩沢 文萌 
ほしのこえ 新海 誠 

草原に、誰かと向き合ってふわふわと浮かんでいるわたし。そして少し
幼い自分が目の前にいた。「ねえ、やっとここまで来たね」幼いミカコ
がやさしく話しかける。「おとなになるには痛みも必要だけど、あなた
たちならずっとずっと先まで、もっと遠い銀河の果てまでだっていける。
……だから、ついて来てね。託したいのよ、あなたたちに」ミカコは悲
しそうな顔をして、だだっ子のようにいやいやと首を振った。「だけど
わたしは、ノボルくんに会いたいだけなのに……。好きって、言いたい
だけなのに……」泣き涸らしたはずの涙がまた、溢れ出てきた。ミカコ
は突っ伏して泣いた。誰もいない、中学の教室で、机に伏せて泣いた。
西日が射し込み、教室を赤く染めあげる。「大丈夫。きっとまた会える
よ」泣き伏してしまったミカコを、こんどは大人になったミカコがやさ
しく慰めた。大人のミカコはそれじゃと背を向ける。振り返ると、二人
のミカコとの間を線路と踏み切りが隔てていた。 

 
R14 松商学園 舩坂 晴菜 

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位だが、彼女は何かをじっと見つめ
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み
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……さっき医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こなかっ
た。私はただ音を立てないようにそっと扉を締めながら再び、夕暮れか
けた庭面を見入りだした。 
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。その声はまだ少しふるえを
帯びていたが、前よりもずっと落着いていた。「こんなこと気になさら
ないでね……。私達、これから本当に生きられるだけ生きましょうね…
…」 
私はふりむきながら、彼女がそっと目がしらに指先をあてて、そこにそ
れをじっと置いているのを認めた。 

 
R15 上田西 吾妻 雅 

神様のカルテ 夏川 草介 
この小さな町には、星空をかき消す無粋なネオンや看板が少ない。おか
げで深夜ともなると都会では絶対に見られないような見事な星空が街中
から見えるのだ。学生時代はよく星を見上げて宴会をしたものだが、こ
の数年、忙しさにかまけてすっかり忘れていた。目が慣れてくると、明
るい星たちの間にもさらに別の小さな星が次々と見えるようになり、見
上げている間に光の渦に飲み込まれてしまいそうになる。わたしは足を
止め、呼吸をするのも忘れてその圧倒的な光の演舞に目を輝かせた。
「モンブランの頂上からはもっとすごい数の星が見えるんです。まるで
自分まで星のひとつになって飛んでいけそうなくらい」細君の声が聞こ
える。優しく、澄んだ、美しい声だ。「でも」駆け戻ってきた細君が、
いきなり私の胸に飛びついた。「私はここからイチさんと見上げるこの
町の空が一番好きです。一年に一度くらい、こうして散歩できる日がつ
くれるとよいですね」 
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R16 長野県長野吉田 嶺村 友智佳 
誰かのぬくもり 新津 きよみ 

 夫と移住したこの街では、個人の庭を一定期間公開する「オープンガ
ーデン」というイベントを催している。ある程度の広さやよく手入れさ
れた花壇などがなければ、他人に庭を披露しようという気にはならない。
したがって、邦子はよほど自宅の庭が好きなのだろう、と史子は思って
いる。そう……生垣の隙間から侵入する猫を容赦なく駆除――殺すほど
に。 
 薔薇のアーチを巡らせてあったり、藤棚を造ってあったり、その下に
白いベンチを並べてあったり、と手の込んだ広い庭なのはわかったが、
史子は、少しも美しいと感じなかった。 
「紅茶がはいりましたよ。」 
 邦子に声をかけられて、史子はダイニングテーブルに移動した。 
 ロイヤルコペンハーゲンのティーカップが二客、テーブルに載ってい
る。 
「どうぞ。こちらのほうが庭がよく見えるから。あいにく、お花を楽し
める季節は過ぎちゃったけど」 
 勧められた席に座る。キッチンカウンターを背にした席だ。 
「いただいたケーキ、一緒に食べましょうか」 
 邦子は席につかずに、カウンターで作業を続けている。 
「安心してください。毒なんか入っていませんから」 
 史子がそう返すと、「まあ、怖い冗談を」と言って、邦子は弾かれた
ように笑った。 

 
R17 長野県松本深志 川上 陽菜乃 

RDG3レッドデータガール夏休みの過ごしかた 荻原 規子 
現実とは異なる空間なのだから、願えば扇も出てくるかもしれない。 
 「真澄くん、扇がほしい」 
 「言われるような気がしてたよ」 
  真澄は間髪を容れずに応じ、ふところから扇を抜きとってさしだした。 
 「まあ、がんばってみて」 
  受け取ってしまうと、もうしりごみしているわけにいかなかった。泉
水子は決意してあたりを見回し、舞い収めるに十分な広さがあるかどう
かを確認し、その中央に立った。 
  ここは天に届く山の頂ではなく、逆方向に突き抜けた現実の底だ。空
は暗く、岩の圧迫感に息がつまりそうな気がしてくる。心を開いて伸び
やかになれるどころか、ちょっと気をゆるめれば、際限なく怖じ気づい
て逃げ出したくなる場所だ。 
  こんな場所で舞うことになるなど思ってもみなかったし、髪をほどい
たまま舞うのもはじめてだった。思った以上に舞のじゃまになるとわか
った。泉水子の髪は、どうもおとなしく収まってくれずにふわふわとな
びいてしまうのだ。 
  だが、四の五のは言っていられなかった。 
 「出てきて、真夏くん。そっちへ行くのはまちがっている。わたした
ち、真夏くんが帰ってくるのが一番嬉しいんだから」 
  聞こえないとは思ったが、声に出して言った。それから足を踏みだし
た。 
 

R18 大町岳陽 佐野 怜香 
神様のカルテ 夏川 草介 

 目が覚めた。朝である。 
 どきりとして「野菊の間」を見回せば、片隅で学士殿が眠っている。
とりあえず安堵のため息が漏れた。 
 部屋の中だというのに息が白い。もう冬なのだ。 
 私はゆっくり起き上がり、そっと襖をあけて廊下に出て、そして仰天
した。 
 たっぷり三秒は絶句したまま立ち尽くしていたであろうか。 
「が、学士殿……！」 
 ようやくしぼりだした自分の声が、間抜けなほど擦れていた。 
 学士殿は私の声に引かれて廊下に出てきて、あっ、と小さな叫び声を
あげた。 
 満開の桜であった！ 
 見渡す限り、八方すべてが桜で埋め尽くされていた。 
 壁、床、天井のすべてに満開の桜の絵が描かれてたのだ。 
 両側の壁にはどこまでも続く桜の並木道。天井には舞いあがる無数の
花びら、床には降り積もった朱鷺色の花びら……。桃色、撫子色、石竹
色、千変万化に移ろい変わる桜の園、そこに一陣の風が吹きぬけ、颯と
舞い上がって視界を染める桜色、その一瞬を捉えた絶景。 
 視界のすべてが夢色であった。 
 

R19 上田染谷丘 清水 愛生 
ぼくのとなりにきみ 小嶋 陽太郎 

 母は眉尻を少し下げて、困ったような顔をした。たぶん、僕は、声に
出して言ったんだ。 
  僕はもう一度、言い直した。 
「僕が真琴の部屋からメダル盗んだこと、気づいてる？」 
  母はその質問には答えず、 

 「お母さんは、正太郎が、好きなことやってくれてたら、それでいい
と思う」 
  と言った。 
 僕はなんと言ったらいいかわからなくて、何口目かのオムライスを口
に運んだ。卵はふわふわではなく薄いやつで、ケチャップの味が強くす
る。 
 母さんは、僕がメダルを真琴の部屋から持ち出したことを知っている
のだ。母さんだけじゃない、真琴だって、きっと知っているのだ。あの
メダルは、真琴の努力の証だ。努力して取った大事なメダルがなくなっ
て、気づかないはずがないだろう。 
 「なに泣いているのよ」 
 「……ごめんなさい」 
  真っ赤なケチャップに、涙が垂れる。 
  ごめんなさい。ごめんなさい。 
  僕は、同じ言葉を繰り返しながら、オムライスを食べた。 
 「泣きながら食べたら、作ってくれた人に失礼じゃない」 
  と母は言った。 
  僕は、オムライスを、時間をかけて食べ切った。 
 

R20 岡谷南 飯田 優太郎 
美しき愚かものたちのタブロー 原田 マハ 

間近に見る描きかけの絵は、異様なほど不明瞭であった。画布の表面を
青や緋色の絵の具が固まりになってのたくっている。実際の風景にくら
べて、色の具合がおかしい。霞がかかっているような……いや、しかし
……実際の風景は、まったくこんなふうに見えないが……。 
田代が真剣な面持ちで黙りこくってしまったのを見て、「どうした、田
代君？」と松方が日本語で声をかけた。田代は返事をしなかった。 
田代の中でふたつの感情がぶつかっていた。（これは、あのモネがいま
描いているタブローなのだ。最先端の芸術なのだ）と理解しようとする
気持ちと、（いいや、違う。いくらなんでもこんな色はないだろう）と
反発する思いが。 
「何か思うところはあるのかね？」 
 モネが尋ねた。田代は画家のほうを向くと、思い切って言った。 
「先生、僭越ながら申し上げます。……この色は、おかしいのではない
でしょうか？この風景は、こんな色には、私には見えません」 
 松方とブランシュが息をのむのがわかった。言ってしまって、田代は
すぐに後悔した。 
「すみません、失礼なことを……撤回します」 
青くなって田代が言うと、 
「いいんだ。気に入ったよ。君は正直だ」 
モネが笑って応えた。 
 

R21 松商学園 荒井 留利愛 
神様のカルテ 夏川草介 

「先生……血圧が下がります……」 
急変に駆けつけてきた年配の看護師が、慌てて声をあげた。モニターで
は血圧はすでに観測できないくらい下がっている。脈拍 20台……。 
「……いい」 
私ははっきり言ったつもりだったが、声はかすれて届かなかった。怪訝
な顔をしている看護師たちに、今度こそ私ははっきりと告げた。 
「このままでいい。見守ろう。やっと旦那さんに会えるんだ」 
私の声に、年配の看護師が小さくうなずくのが見えた。私の判断は独善
ではないはずだ。いつも見舞いに来る紳士へ連絡するよう指示を出し、
私は再度モニターを見た。落ちる心拍数、やがて呼吸が止まり、数刻の
のち心停止。十二月二十二日、午後九時十五分、死亡確定。私が声に出
して死亡宣告をしたとたん、新人看護師の泣き出す声が聞こえた。とな
りの年配看護師も溢れる涙を隠すようにハンカチで目を覆った。安曇さ
んは、どの看護師たちにとっても“癒し”をくれる不思議な温かい人だ
ったのだ。 
 

R22 上田 森川 景允 
うまいものは田舎にある 玉村 豊男 

「さあどうぞ、ハチの子めし」出てきたのは釜めし仕立ての一品。フタ
を取ると、いるいる、白いご飯の上にあいだに、白いウジ虫のようなの
やら、黄色いシマシマになったのやら、なかには羽も立派に生えていま
にも飛び立ちそうな成虫も混じっている。ごはんといっしょに炊き込ま
れて、みんなからだがプーッとふくらんでいる。む、これはマトモに見
ないほうがいいな。私はなるべくハチとハチの子の姿をマトモに見ない
ように、宙を睨みながら物凄い勢いでめしを搔き込んだ。気味が悪いの
で、嚙まずに呑み込んでしまおうと思ったのだ。そしてようやく一杯を
食べ終わったのでこれで無罪放免、やっぱりハチの子はオレには無理だ
な……と、茶を飲んで勘定をしようと思っていたらさっきから私の食べ
るようすを見ていた女将が、「……お客さん、食べるの早いこと。よっ
ぽどハチの子が好きなんですねえ。さあさ、もう一杯どうぞ」と、断る
間もなくもう一杯、黒や黄の混じるめしを山盛りについで、満面の笑み
とともに私の前に差し出した……。 
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R23 松本蟻ヶ崎 小林 洸平 
怪談実話死神は招くよ 丸山 政也 

 先日マッサージ店で知り合った、中国ハルビン出身の陳さんは二十代
後半の女性である。  施術の後、怖い話を見たり聞いたりしたことはあ
りませんか、と尋ねると、あるよ、あるよ、と身を乗り出してきた。 
「十三歳のころ、ともだちとマオアーシャン（帽児山）に行った」 
 帽児山は標高八百メートルほどの低山だが、とんがり帽子を伏せたよ
うな形をしているという。 
「すごく、すごくきれいな場所。春にはたくさんの鳥、花もいっぱい。
山のぼる道歩いてた。そしたら前に女のひと歩いてた。着てるもの、変
だった」 
 とても登山をする格好ではない。が、どこかで見たことがある気がし
た。 
「ふるい、ふるい着物ね。五百年、千年前。そのひと、振り返った。顔
が黒かった」 
そう言って、陳さんは自分の髪をだらりと前に垂らす仕種をした。 
「よく見たら、足ない。歩いてる、違う。ふわふわした感じ。そしたら
------」 
 女は突然空中に浮いた。と思うと、着物を翻しながら、陳さんと友達
の上を旋回したというのである。 
「本当かい。それって、映画の『チャイニーズ・ゴースト・ストーリー』
みたいじゃないか、ツイ・ハークのワイヤーアクション」 
 私がそう言うと、 
「そうそう、あんな感じ」 
 と陳さんは言った。 
 

R24 長野 宇崎 智道 
ツルネ 綾野 ことこ 
湊は立ちあがった。 
「おれ、的前で一手引いてみる」 
「ああ」 
弓道着に身を包むと、的と向き合った。ゆっくりと両腕をあげて、弓の
中へ体を入れていく。 
的が見えているのに見えていなかった。何も考えられなかった。考える
必要もなかった。 
ただこうしていられればいい。できるだけ長くー―その瞬間が訪れるの
を待って。 
首すじを風が通り抜けると、矢は的枠ぎりぎりに刺さっていた。 
マサさんが見守る中、湊はもう一本の矢を番えた。 
矢を放ったあとの、全身を貫いたしびれがまだ残っていた。 
脳髄から足先までを支配する、一度味わったら貪りつきたくなるような
恍惚感。 
どうしよう、うれしい。 
死んでしまいそうなほどうれしい。 
おれはこんなにも弓に飢えていたのか。 
体は懐かしい記憶をたどるように動いた。忘れようとしても忘れられな
い記憶。 
肉に、骨に刻まれた印。いつもこうやって語り合っていた――。 
葉擦れの音がやむと、矢は的へと吸い込まれていった。 
マサさんは言った。 
「戻るか、おまえも」 
「うん。ーー風舞高校弓道部に入る」 
 

R25 松本美須々ヶ丘 日下部 咲希 
本を守ろうとする猫の話 夏川 草介 

 がたんと大きく揺れて、馬車が止まった。 
 わずかの間を置いて、扉が開く。 
 と同時に、背筋が寒くなるような冷ややかな風が流れ込んできた。 
 外に目を向けると、馬鹿丁寧に頭をさげた御者の向こうによく知って
いる景色が広がっていた。 
 林太郎は慌てず、ゆっくりと馬車から降り立った。降り立って振り返
れば、トラネコは車内の暗がりから動かず、翡翠の目を静かに光らせて
いる。 
「一緒には来てくれないのかい？」 
「必要あるまい。お前はもう、ひとりで歩いて行けるのだ」 
 猫は美しく微笑んだ。 
「行きたまえ、夏木林太郎」 
「名前を呼んでくれたのは初めてじゃないか？」 
「認めてやったのだ。歪んだ心は強い。しかし……」 
 いったん猫は口をつぐんで、すぐに吐き出した。 
「お前はもっと強い」 
 力強い言葉であった。 
 相手をよく知る友であるからこそ口にできる、確かな励ましであった。 
 うなずく林太郎の背に、冷たいものが流れている。それほどの不快な
感覚を伴った冷気が背後から漂ってくる。それでも林太郎は逃げだした
いとは思わなかった。逃げ出すわけにはいかないということがわかって
いた。 

 
R26 長野西 早川 莉央 

言の葉の森 新海 誠 
ずっと遠くから葉擦れの音が近づいてきて、雨とカエデと雪野の髪を風
が同時に揺らす。ほんの小さな雨粒が熱い頬にぱらぱらとあたる。あな
たの中には、私の仕組みを変えてくれるかもしれない光りが確かにある。
雪野はそう思う。 
「……私ね」とても自然に、口に出している。少年が雪野を見上げる。 
「上手く歩けなくなっちゃったの。いつの間にか」不思議そうな顔で、
少年は雪野の顔を見る。「……それって、仕事のこと？」 「ん……い
ろいろ」少年はなにも言わない。セキレイが鳴くだけの間があって、一
瞬だけ彼が微笑む。そう、雪野には見える。それから黙ったまま彼は視
線を手元に戻す。鉛筆の音が再び雨に差し込まれていく。ここはまるで
光の庭だ、と、輝く雨を見ながら雪野は思う。 
 

R27 エクセラン 有賀 うてな 
藤原てい 作 流れる星は生きている 

私はもうこれが夫を見る最後かと思うと、とてもこのままさよならがい
えなかった。立ち上がって夫の耳に囁くようにいった。 
「ね、生きていてね。どんなことをしても生きていてね」 
私は繰り返し繰り返しいった。 
夫は体にぴったり合った協和服のポケットから懐中時計を取り出して黙
って私に手渡した。夫の愛用しているロンジンであった。 
「子供たちを頼むよ」 
そういってくるりと背を向けて貨車から飛び降りようと身をかがめた。
その時夫の腰につるしていたタオルが手にふれた。夫は降りかけたのを
やめて戻ってきて腰のタオルを引き抜くと正彦の顔を頰かむりしてやっ
た。 
「陽に焼けると暑いからな」 
夫は真面目な顔でそういうと、後をも見ずにひらりと貨車から飛び下り
てプラットホームを大幅な足取りで行ってしまった。 
私は夫の姿が人並みの中に見えなくなってもまた夫が引き返して来はし
ないかと、いつまでもいつまでも見ていた。 
冷たい風がさっと眼にしみた。 
 

R28 長野県長野吉田 山﨑 奈央子 
おとめの流儀。 小嶋 陽太郎 

靴下をはいたまま稽古場に入って、それから更衣室で着替えるときに靴
下を脱ぐのは、なんかちがう。その日最初に稽古場の床を踏むときに裸
足でないとだめなのだ。 
「なんかプロっぽいね」 
 そう言って感心する朝子さんは、とてもなぎなたをやるようなひとに
は見えない。私はやっぱり少し不安になってきた。朝子さんはもう一度、
強引に私の手を握った。 
「まだ仮入部期間もはじまってないけど、さと子ちゃん、もう正式部員
ということで。なぎなた部、頑張りましょう」 
 朝子さんはあらたまって言った。 
「よろしくお願いします」 
 私は人生ではじめてできた先輩に向かって深々と頭を下げた。 
 中学生になって一週間。不安になりつつも、こうして私はなぎなた部
員になった。 
 そしてこの日から、なぎなたとともに私の新しい日々が始まる。 
――かと思ったけど、そのあと朝子さんによって話されたひとことで、
またゴーンと鐘が鳴った。頭のなかで。 
「ところであと一週間であと三人集めないとなぎなた部廃部になっちゃ
うんだけど、さと子ちゃん、アテはある？」 
 どういうことですか。朝子さん。 
 

R29 上田 北野 京珠 
火星の話 小嶋 陽太郎 

隣に立つと、目線の高さがばっちり同じである。「どうしたの国吉君、
へんな顔して」「いや、僕は背が低いなあと思って…」「男の子なんだ
から、これから伸びるよ。私なんか二年前に止まっちゃったもん」佐伯
さんは頭の上で空気を切るような仕草をした。八重歯が見えた。またぐ
ーっとなった。賽銭も入れずに手を合わせて、目をつむる。人間の体に
は科学では解明できない特別な器官があって、それはたぶん胸のいちば
ん奥のところにある。胸にあるけど、心臓ではない。肺でもない。そう
いった内臓とは違うものである。形はない。しかし確実にある。緑が日
差しを遮る二人きりの境内で、僕はその、胸のいちばん奥にある形のな
い器官を人知れずぐーっと縮ませていた。薄目を開けて横を見ると、佐
伯さんは、一生懸命に何かを祈っていた。胸の奥が、縮んだまま元に戻
らない。少しずつ、夏が過ぎていく。僕はきっと、佐伯さんに恋をして
いるのだ。 
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R30 長野 東澤 亮太 
悲しい話は終わりにしよう 小嶋 陽太郎 
広崎は尻の下に何か気になるものがあるみたいに胡坐をかいた脚を何度
も組み替えたりして、しばらくもじもじしていたが、やがて意を決した
ように言った。 
「吉岡のことが好きなんだ」 
うん、と僕は言った。 
広崎が吉岡を好きなことにはだいぶ前から気づいていた。 
「それで、市川……」 
広崎は僕がすでに吉岡と恋人関係にあるか、もしくは僕が吉岡を好きな
のではないかと心配していたみたいだった。 
「広崎に黙ってそんなことになってるわけないだろ。僕は吉岡のことは
友達だと思ってるし」 
「ああ、そうか、悪い」と広崎は言った。 
「もしもそうだったら、と思っただけだ」 
「広崎と吉岡ならお似合いだと思う。応援するよ」 
僕と広崎と吉岡は友情の甘ったるいチョコレートを二回も分け合った仲
だった。 
でもその関係は一年の月日をかけて友情とは別の種類の甘ったるい言葉
も交えないと語れないものに変化していた。 
 

R31 松商学園 早川 里沙 
岳 涌井学  

目の前の氷塊に歪んだ久美の顔が映っていた。久美は自分の顔にピッケ
ルを打ち付ける。 
割れて！お願いだから割れてよ。この人をわたしに、助けさせてよ。 
氷は砕けなかった。氷塊に映る傷だらけの久美の顔がぐしゃぐしゃに歪
む。氷の顔が泣いているみたいだった。久美の腕から力が抜ける。膝を
折ってベタリと地面に腰をつけていた。 
助けられない。梶さんをわたしは、助けることができない。 
「・・・・・・陽子」 
声が聞こえた。久美はぐしゃぐしゃの顔で足元の梶を見る。梶は目を閉
じていた。白すぎる顔をグイイと曲げて、歪な笑みを浮かべた。 
「・・・・・お前の、・・・・・花嫁衣裳」 
久美の涙が止まった。梶の上に四つんばいになって梶の顔を覗き込む。
梶が話していた。 
意識は混濁している。なのに微笑みを浮かべていた。 
「・・・・・見たかったな、なぁ」 
久美の心に電流が走った。お父さんと同じだ。あの時、お父さんはわた
しに向かってそう言った。わたしだって思った。今でも思っている。 
「わたしも・・・・・・お父さんに見てほしい」 
梶の手をギュッと握った。目から涙が零れた。 
「わたしも、・・・・・・父に這いつくばってでも生きていてほしかっ
た・・・・・・」 
久美は心を決めた。迷いはなかった。 
「梶さん」 
生きるんだ。 
「この脚を、切断しましょう。片足だって歩けます。ヴァージンロード」 

 
R32 松本蟻ヶ崎 小林 栞菜 

気障でけっこうです 小嶋 陽太郎 
 幽霊はしばらく私の前に姿を現していない。もしかしたら私にとりつ
くのはやめて成仏したのかもしれない。鬱陶しいと思っていたはずなの
に、いざ姿を見せなくなると少し寂しく思っていることに気がついて、
馬鹿みたいだと思った。 
 気づけば私は足を引きずりながら、公園まで来ていた。汚いベンチに、
赤茶けたブランコ。何事もなかったかのように落とし穴は塞がっている。
私のほかには誰もいない。 
 向かって右側のブランコに座ると、ギシッと不穏な音がした。 
 どこからか、道路の舗装工事をするドリルの音が聞こえてくる。 
「由香さん、死んじゃった」 
 もう一度言いながら、ブランコの下に一枚、桜の花が落ちているのを
見つけて、次の瞬間目の奥が熱くなって、体の下の方から何かこみ上げ
てくる感じがした。 
 涙は頬を伝って流れた途端に冷たくなり、夏の風呂上がりに風を浴び
ているときみたいに頬がスースーした。 
 桜の花びらは茶色くなって、ちぎれていた。それを拾って、痛めてい
ない方の足で地面をかいて落ちた涙を消した。スニーカーのつま先に砂
がついた。 
「知っていますよ」 
 聞き覚えのある声がした。 
 
 
 
 

 

R33 岡谷南 中川 心 
信州の民話伝説集成 伴野のからす田 宮下 和男 

「お父ちゃ、どこにおるの？今日は田んぼだって言っとったに……」 
 おっ父が見つからないので、男の子はしかたなく家に帰った。家の者
が心配して聞くと、男の子は、 
「お父ちゃ、いくら探してもおらなんだに。田んぼの中に、からすが一
羽おっただけな」 
 それを聞くと、おじいは、 
「からすが田んぼの中に？あそこは沼田だで、からすだって足がずんも
って下りられめえ。こんどはおれが見にいってくるわ」 
といって、田下駄を持って田んぼに行ってみると、なるほど、田んぼの
中にからすが一羽じっとしておる。 
 さっそく田下駄をはいて、からすに近づいて、のぞきこんだおじいは、
ふるえ声で叫んだ。 
「こりゃあまたなんてことだ。おっ父は仏さまになっとるじゃねえか」 
 おじいは、這うようにして田んぼから上がると、家の衆に知らせに急
いだ。 
 男の子は、お父が沼田に沈んで、黒いちょんまげだけが水の上に出て
おったので、からすとまちがえたのだった。 
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第 38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使用可とする。  

     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)予選を実施する部門は、下記に定める得点上位から規定数を決勝進出とする。(番組部門は１部門１校１作品とする)  

（１） アナウンス・朗読部門   各１０名   

（２） ビデオメッセージ部門   ４作品 

（３） オーディオピクチャー部門 ４作品  

  (ウ)予選を実施する部門は①決勝に残れなかった作品及び発表者は、優良または奨励賞とする。  

              ②決勝に残れなかった作品及び発表者は 5点以上を優良、5点未満を奨励賞とする。  

  (エ)順位判定において、得点が同得点の場合は、下記の手順により判定する。  

① 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。  

② 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。  

③ ①②の手順によっても決定できない場合は、合議による。  

  (オ)予選を実施する各部門の決勝では絶対評価により①参加全作品について、優秀、優良を与える。  

                          ②7.5 点以上を優秀、7.5点未満を優良とする。  

  (カ)決勝のみの部門は 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。  

  ※2020年度の全国総文祭と NHK杯全国大会の読み部門においては、両方に出場することはできませんのでご注意ください。 

  (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） 
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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  

【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  
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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  

【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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第 16回 北信越高等学校選抜放送大会石川大会・実施要項 
 
 
 
１ 目的 

 現代に生きる高校生の豊かな人間性の育成と、未来への展望を持つ人間としての成長をめざし、あわせて北信越地区における校内
放送活動の健全な育成と放送教育の育成をはかる。 

 
２ ねらい 
 ア．美しく豊かな日本語を大切にする心情を育て、あわせて話す力、表現する力を高める。 
 イ．校内マスコミの送り手としての自覚と創造性を育てる。 
 ウ．学園生活の中におけるうるおいをもたらし、心のふれあいの場をつくる。 
 エ．北信越地区における校内放送活動の向上をはかる場をつくる。 

 
３ 主催・後援・協賛（申請予定） 

 主 催  北信越地区高等学校文化連盟  石川県高等学校文化連盟 
 主 管  石川県高等学校文化連盟放送部 

後 援  石川県教育委員会金沢市教育委員会 
     ＮＨＫ金沢放送局 北陸放送(株) 
協 賛  金沢工業大学  金沢学院大学・短期大学  金城大学短期大学部 
 

４ 大会会場 
   石川県文教会館 
    石川県金沢市尾山町 10-5  TEL(076)262-7311 FAX(076)262-2779 
 
５ 大会宿舎 

金沢市内ホテル（未定） 
 
 
６ 大会運営委員会 
   大会運営委員長  北信越高等学校文化連盟放送専門部会長 

(石川県高等学校文化連盟放送部部長) 西野 正洋 
   運営事務局長  石川県立金沢泉丘高等学校教諭 山本 実 

石川県金沢市泉野出町 3-10-10 
 TEL 076-241-6117 FAX 076-245-5253 

７ 大会日程 
   ２０２０年２月８日（土）～９日（日） 
 

日 時  間 内   容 会 場 

８
日
（
土
） 

 13:30～  総合受付 ホール・ホワイエ 

14:00 ～ 14:20  開会式 ホール 

 14:30 ～  16:50  ビデオメッセージ部門 ホール 

 17:00 ～ 17:40 
 交流会 
 北信越放送専門部各県代表者会議 

ホール 
会議室 

 20:00～ 
 北信越放送専門部総会 
 顧問情報交換会 

ホテル 

９
日
（
日
） 

  9:00 ～ 10:30  朗読部門 ホール 

 10:40 ～ 11:50  アナウンス部門 ホール 

 11:50 ～  12:50  昼食・休憩 ホール・ホワイエ 

 12:50 ～ 14:00  オーディオピクチャー部門 ホール 

14:00～ 14:30 講評 ホール 

 14:30  ～ 15:00 成績発表・閉会式 ホール 

 15:00 終了予定  
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８ コンテスト実施各部門ならびにエントリー数 

部 門 エントリー数 協賛県 開催県（石川県） 

アナウンス 各県６名 各県３名 ９名 

朗   読 各県６名 各県３名 ９名 

オーディオピクチャー 各県２作品 各県１作品 ３作品 

ビデオメッセージ 各県４作品 各県２作品 ６作品 

 
９ 参加資格 

① ２０２０年２月現在、北信越５県（およびこの大会に協賛する各県）の高等学校と各種学校の高等部に在学する生徒(ただし最
終学年を除く)および前記生徒が制作した作品であること。 

② 各部門への参加は、各県高等学校文化連盟放送専門部の推薦による。 
③ アナウンス・朗読部門への参加は、「１名１部門」とする。 
④ 番組制作の各部門への参加は、原則として、オーディオピクチャー部門・ビデオメッセージ部門それぞれにつき「１校１作品」

とするが、各県の実情に合わせて複数の出品も可とする。また統廃合が予定されている学校にあっては、対象校どうしの合同参加
も認める。 

 
10 審査員 

「アナウンス・朗読」部門、および「オーディオピクチャー・ビデオメッセージ」部門とも、各県から１名ずつ推薦された審査員に、
開催県から専門職または特別審査員１名を加える。 
（特別・専門職審査員１名＋各県推薦審査員 計６名） 

 
11 表 彰 
  ・アナウンス、朗読の発表生徒、番組にエントリーした学校全てを奨励賞として表彰する。 

・アナウンス・朗読の各部門において成績優秀な生徒に  
         最優秀賞（１名） 優秀賞（２名） 優良賞（５名）として表彰する。 
・オーディオピクチャー部門で優秀な発表校を、優秀校（２校） 優良校（３校）として表彰する。 
・ビデオメッセージ部門で優秀な発表校を、優秀校（２校） 優良校（６校）として表彰する。 
 ・なお、全部門に若干数の「審査員特別賞」を出すことがある。 
 
12 各部門の課題・参加規定および規格 
  原則として、第 44回全国等学校総合文化祭高知大会に準じる。 
  ただし、アナウンス部門の画像、朗読部門のＢＧＭは使用しない。 
 
13 連絡先・事務局 
   運営事務局長 
    石川県高等学校文化連盟放送部専門理事長 山本 実 

〒921-8517 石川県金沢市泉野出町 3-10-10 石川県立金沢泉丘高等学校内 
TEL 076-241-6117 FAX 076-245-5253 

            e-mail m_0124_yamamoto_8_21@yahoo.co.jp  
 
14 大会エントリー料 

 全部門とも１名もしくは１作品につき 3,000円とする。 
 各県負担金は 20,000円（協賛県は 10,000円）とする。 

 
 
 

以 上 
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第 44 回全国高等学校総合文化祭 

放送部門参加要項 

1 日時 

令和 2 年 8 月 1 日 (土)  9:00~18:30(予定) 

2 日 (日)9:00~17:30(予定) 

2 会場 

アナウンス・朗読 

会場名 高知県立青少年センター 

所在地 〒781-5232 香南市野市町西野 303 番 1 号 

連絡先 TEL0887-56-0621FAX 0887-56-0622 

Web ページ http://www.pref. kochi.lg.jp/soshiki/310405/ 

AP・VM 

会場名 のいちふれあいセンター 

所在地 〒781-5232 香南市野市町西野 534-1 

連絡先 TEL 0887-56-1088FAX 0887-56-1148 

Web ページ http://www.city.kochi-konan.lg.jp/shisetsu/fureai/ 

 

3 参加資格 

全国高等学校総合文化祭開催基準規程第 10 条に基づき、参加資格を有する者とします。 

 

4 参加校推薦書 

各都道府県の高等学校(芸術)文化連盟の指示に従ってください。 

 

5 参加負担金 

アナウンス・朗読部門は発表生徒 1 人につき 1,000 円、AP・VM 部門は 1 作品につき 1,000 円とします。

なお、納入方法等については、令和 2 年 3 月に公表予定の「参加要領」等でお知らせします。 

 

6 著作権等について 

 (1) 著作権に関する権利者の許諾が必要な場合は、出演団体で所定の手続きを行ってください。万が一

問題が生じた場合は、全て当該校の責任において解決してください。 

(2)発表等にかかる著作隣接権は全国高等学校文化連盟に帰属するものとします。 

(3)参加者等の肖像を、紙媒体の記録集の作成、DVD ディスク又は Blu-ray ディスク等の映像記録媒体

の作成、Web ページ等の掲載等に活用することがありますので、あらかじめご了承ください。 

放送部門-1 
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7 部門・発表者・出品数及び出品基準 

部 門 出 品 基 準 
発表者 

出品数 

アナウンス 

部門 

(1) 郷土(所属する学校のある都道府県内)の話題を高校生に伝える

内容の原稿を作成し、発表してください。 

(2) 発表時間は、学校名・氏名を含めて 1 分 30 秒以内とします。 

(3) デジタル静止画像を併用することができます。 

(4) デジタル静止画像の投影は、台本に従って開催県が担当し 

ますが、希望により発表校で行うこともできます。 

(5) BGM は使用できません。 

3 名 

朗読部門 

(1) 郷土(所属する学校のある都道府県内)にゆかりのある作 

家の作品、又は郷土を舞台とした作品の中から原文のまま 

を一部選んで原稿とし発表してください。 

(2) 発表時間は学校名・氏名・作者名及び作品名を含めて 2 分 | -

以内とします。 

(3) 効果音や BGM を併用することができます。 

(4) 音声の再生と音量調節は、台本に従って開催県が担当します

が、希望により発表校で行うこともできます。 

(5) デジタル静止画像は使用できません。 

3 名 

オーディオ 

ピクチャー 

(AP)部門 

(1) 郷土 (所属する学校のある都道府県内)の話題を高校生に 

伝える内容の作品にしてください。 

(2) ステレオ音声とデジタル静止画像 (25 画像以内)で構成された

自校オリジナルの作品とします。 

(3) 発表時間は 5 分以内とします。 (4)作品の再生は、開催県が行

います。 

1 作品 

ビデオ 

メッセージ 

(VM)部門 

(1) 郷土 (所属する学校のある都道府県内)の話題を高校生に伝える

内容の作品にしてください。 

(2) 自校オリジナルのビデオ作品とします。 

(3) 発表時間は 5 分以内とします。 

(4)作品の再生は、開催県が行います。 

2 作品 

※発表者・出品数は、開催県については、それぞれの部門について 2 倍まで可とします。 

 

 

 

 

放送部門-2 
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8 規格 

部 門 出 品 基 準 

アナウンス 

部門 

(1) デジタル静止画像は、JPEG 形式で 5 画像以内とし、パソコンからビデオプロジ

ェクター1 台で投影するものとします。 

(2) 静止画像のサイズは、WXGA(1366×768 ピクセル)としてください。 

朗読部門 (1) 効果音や BGM は、1 作品分を再生順に録音してください。 

オーディオ 

ピクチャー 

(AP)部門 

(1) ステレオ音声とデジタル静止画像(25 画像以内、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ます。 

 (2) 静止画使用時のズームアップ・ズームダウン、静止画切り替え時のビデオトラン

ジッション等のエフェクトは使用しないものとします。 

(3) 作品は大会事務局が指定する YouTube チャンネルへアップロードしてくださ

い。 

YouTube へのアップロードができない場合は、作品を拡張子が mp4(H.264 コー

デック、アスペクト比 16:9) のデータ形式で DVD-R または CD-R に保存し、提

出してください。 

 (4) 作品本編の前後に 5 秒間の静止画によるテストパターン(形式は自由)を録画して

ください。 

 (5)作品のバックアップは原則必要ありません。 

ビデオ 

メッセージ 

(VM)部門 

(1) 作品は大会事務局が指定する YouTube チャンネルへアップロードしてくださ

い。 YouTube へのアップロードができない場合は、作品を拡張子が

mp4(H.264 コーデック、アスペクト比 16:9) のデータ形式で DVD-R または

CD-R に保存し、提出してください。 

(2) 作品本編の前後に 5 秒間の静止画によるテストパターン(形式は自由)を録画して

ください。 

(3) 作品のバックアップは原則必要ありません。 

 

9 留意事項 

各部門とも、提出作品は他のコンクール等に参加していない作品とします。 

 

10 発表順 

 (1) 佐賀大会の理事会において抽選を行い、開催県 2+都道府県 46 の合計 48 エントリーを、 

各部門 6 エントリーずつ 8 つのグループに分けます。 

(2) グループ分けにおいて、運営上必要がある場合にグループの変更を開催県が依頼すること 

があります。 

(3) 抽選結果に基づき、グループ内の発表順を都道府県に割り当てます。参加申し込みの際に都道府県

放送専門部事務局で入力してください。 

 

11 審査講評及び表彰 

(1) 審査及び講評は、開催県で委嘱した審査員により行います。 

(2) 優秀賞は、各グループ(AP 部門は 2 グループごと)で最も高い合計点の発表・作品に授与します。ま

た特別賞は、部門の基準に照らして、表彰に値すると認められた発表・作品に授与します。 

(3) (2)の合計点による各グループの順位をポイント化して、各都道府県のポイントを全部門で合計し、

最も高い都道府県に文部科学大臣賞を、次点の都道府県に文化庁長官賞を授与します。 

(4) 講評会及び表彰式は、閉会式に先立って行います。                放送部門 - 3 
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12 生徒交流会 

行事名 日 程 時 間 会場 

生徒交流会 未定 未定 
のいち 

ふれあいセンター 

 

13 関係会議 

行事名 日 程 時 間 会場 

６県会議 

令和 2 年 7 月 31 日(金) 

13:00 ~ 14:30 

(予定) 

高知県立 

青少年センター 
常任理事会 

14:30 ~ 16:00 

(予定) 

理事会 
16:00 ~ 17:30 

(予定) 

 

14 作品及び番組進行表の提出 

都道府県単位で一括して送付してください。 

 

15 その他 

詳細については、令和２年３月に公表予定の「参加要領」などでお知らせします。 

 

16 問い合わせ先 

 放送部門委員会事務局 実行委員会事務局 

所在地 〒780-8010 高知市桟橋通 6-2-1 〒780-0870 高知市本町 4 丁目 1-35 

名称 高知県立高知南高等学校内 

第 44 回全国高等学校総合文化祭 

放送部門委員会 部門代表委員 

           おじま  ひろき 

           小島 宏樹 

高知県教育委員会事務局 高等学校課 

全国高等学校総合文化祭推進室 

第 44 回全国高等学校総合文化祭 

高知県実行委員会事務局 

連絡先 TEL 088-831-2811 

FAX 088-833-7453 

E-mail 

hiroki_ojima@kt4.kochinet.ed.jp 

TEL 088-821-2201 

FAX 088-872-6636 

E-mail 

2020kochisoubun@ken.pref.kochi.lg.jp 

その他 大会公式 Web ページ https://www.2020kochisoubun.com/に情報を掲載しますので、定期

的にご確認ください。 
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