
 

第８回長野県高文連放送専門部 

県フェスティバル 
（兼 第26回ＳＢＣ杯長野県高等学校新人放送コンテスト） 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生徒日程表 
 １２月１６日（土）番組部門公開審査 （会場はすべて 公開審査4F大学習室  練習会場3F学習室3） 

10:00～10:30 
10:30～10:50 
 
10:50～12:10 
12:10～13:40 
13:40～15:10 
15:10～15:40 
15:40～16:10 

受付                                [4F 大学習室１入口] 
開会行事                             
 挨拶（高文連、信越放送）、レプリカ授与、審査員紹介、諸注意 
審査  ビデオメッセージ部門                   
昼食  ＡＰ部門リハーサル                 
審査  ＡＰ部門  フリー部門                
交流会 
審査講評 ＡＰ，メッセージ，フリー部門           

１２月１７日（日）アナウンス・朗読部門公開審査 
10:00～10:30 
10:30～10:35 
10:35～12:20 
12:20～13:30 
13:30～14:30 
14:30～15:00 
15:00～15:20 
15:20～15:50 

受付  （受付後４Ｆ 大学習室１へ）                      [4F 大学習室１入口］ 
諸連絡、審査員紹介                            
審査  朗読部門            
昼食                         
審査 アナウンス部門 
北信越長野大会記録ビデオ上映 
審査講評                           
閉会行事                                 
 審査結果発表、表彰、挨拶（ＳＢＣ、放送専門部）、連絡 

 
１２月１５日（土） 番組部門（ﾋﾞﾃﾞｵﾒｯｾｰｼﾞ､ｵｰﾃﾞｨｵﾋﾟｸﾁｬｰ､ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾘｰ） 
１２月１６日（日） アナウンス、朗読部門 
 
      於 長野市生涯学習センター トイーゴ 

大会ホームページ http://hcon.dip.jp/ 
 

主催：長野県高等学校文化連盟放送専門部（兼主管） 

共催：ＳＢＣ信越放送 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・長野市教育委員会 

 



エントリー一覧 
【番組部門】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【アナウンス部門】 

部門 NO 学校名 作品 時間

1 松本美須々ヶ丘 未来へ続けこの瞬間（とき）を 4:59
2 上田 紡ぐ伝統 5:00
3 岡谷南 好きだから 5:00
4 松商学園 消えゆく伝統、守る職人 4:58
5 梓川 アルプス太鼓をたたこう 5:00
6 長野 ２６才－音色の背後に 5:00

1 松本蟻ヶ崎 暇人 6:00
2 中野西 翔舞祭(文化祭)PRビデオ 6:00
3 上田染谷丘 こくばん 2:00
4 松商学園 ＤＩＡＲＹ 12:00
5 上田東 貫け！青春の日々 1:30

1 松本美須々ヶ丘 Japanese Folk Dolls 4:59
2 岡谷南 さくら咲け！ 5:00
3 長野西 うた。 5:00
4 上田 新幹線は来たけれど･･･ 5:00
5 松商学園 つながる一本の絆 4:58
6 梓川 スイ変わ～るフルコース 5:00
7 長野 「身近な凶器」 5:00
8 上田千曲  厄除まんぢう～あんこと愛を包んで～ 5:00
9 松本蟻ヶ崎 逸山 4:48
10 大町北 サルヒトイヌで… 5:00
11 松商学園 ゆとりって何だろう？ 4:58

AP

TF

VM

NO 学校名 氏名 学年 性別 タイトル

1 梓川 青柳知佳 １年 女 憲法をつくろうゼミについて
2 岡谷南 池上緑 ２年 女 笑顔まもり隊について
3 松本蟻ヶ崎 小林　孝太郎 １年 男 作業療法士の方について
4 松商学園 梶川　麻衣 １年 女 想いをのせて絵手紙を書き続ける寺島さんについて
5 須坂 若林真理 １年 女 新設シニアリーダー
6 松本美須々ヶ丘 坂本　みゆ希 １年 女 押し絵雛について
7 須坂 若林真理 ２年 女 広がる町おこしの輪
8 長野西 早川　美央 ２年 女 音楽を通して広がる輪について
9 松商学園 後藤　加織 ２年 女 大正琴を広めようとしている木村さんについて
10 上田染谷丘 中西璃香 １年 女 振動でプロペラをまわそう
11 松本美須々ヶ丘 鈴木　夕貴 ２年 女 花いっぱい運動について
12 松商学園 吉村　美紅 ２年 女 手話通訳士をしている武居さんについて
13 赤穂 寺平美穂 １年 女 公開講座について
14 上田千曲 小林　稔幸 １年 男 日本一のリンゴ
15 松商学園 清澤　千絢 １年 女 酒作りの伝統を伝えていく竹本さんについて
16 梓川 望月貴琳 １年 女 太鼓ゼミについて
17 松本蟻ヶ崎 古田　静佳 １年 女 英語ディベート大会について
18 長野西 江部　綾香 １年 女 郷土料理について
19 上田千曲 田村　千穂里 １年 女 長野県の方言
20 長野 藤田　美織 １年 女 百人一首の会について
21 上田染谷丘 佐藤真都香 １年 女 夢を乗せて走る電車へ
22 松商学園 降旗　沙織 ２年 女 大道芸や楽器演奏でボランティアをしている押沢さんについて
23 上田千曲 永井　明美 １年 女 上田市のイルミネーション
24 上田 大澤汐未 ２年 女 蝶々夫人
25 松商学園 木村　あづさ ２年 女 刻字に打ちこむ小西さんについて
26 岡谷南 竹入愛澄 ２年 女 柿すだれについて
27 上田 塩原桜 １年 女 一枚の絵
28 梓川 高木綾香 １年 女 スイカゼミについて



【朗読部門】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【生徒補助員一覧】 

受付補助 長野西高校 
技術補助 上田千曲高校 
会場設営 長野高校 

【部屋割】 

公開審査会場 大学習室１ （4階） 
練習会場 学習室３  （3階） 

大会運営本部（集計室） 学習室４  （4階） 

審査会・顧問会会場 学習室５  （3階） 
救護・予備室 控室１   （4階） 

NO 学校名 氏名 学年 性別 タイトル

1 長野西 白鳥　詩苑 １年 女 松久　淳+田中　渉作　天国の本屋
2 上田染谷丘 倉沢登詩子 ２年 女 丸岡秀子作　「ひとすじの道」
3 長野吉田 渡辺真理子 １年 女 和田登作　「泣かないでマンドリン」
4 松商学園 齋藤　菜穂美 ２年 女 松久淳・田中渉作　「ラブ　コメ」
5 須坂 浦野仁美 ２年 女 南木佳士作　「ダイヤモンドダスト」
6 松商学園 細川　翔平 １年 男 井上靖作　「風林火山」
7 松本美須々ヶ丘 漆間　美月 １年 女 藤本ひとみ作「愛の迷宮でだきしめて！」
8 長野 高木　晃子 １年 女 芥川龍之介作「河童」
9 上田東 横谷　友太郎 １年 男 新田　次郎作　「諏訪二の丸騒動」
10 梓川 三村里美 １年 女 松久淳　田中渉作「天国の本屋」
11 上田 山極佳子 １年 女 池波正太郎作「真田太平記」
12 上田 田中朋子 ２年 女 田中渉＋松下淳作「ウォーターマン」
13 岡谷南 中野菜未 １年 女 藤原てい作「流れる星は生きている」
14 長野西 丸田　遥香 １年 女 杉山幸子作　瞽女さん　高田瞽女の心を求めて
15 松本蟻ヶ崎 横山　絢香 １年 女 南木佳士作｢ダイヤモンドダスト｣
16 大町北 原山　亜沙美 ２年 女 椋鳩十作「夕やけ色のさようなら」
17 松商学園 具志堅　茉莉絵 ２年 女 松久淳・田中渉作　「ホワイトグッドバイ」
18 須坂 佐藤沙紀 ２年 女 和田登作　「青い目の星座」
19 大町北 大野　一樹 １年 男 南木佳士作「ダイヤモンドダスト」
20 上田東 池内　雄太 １年 男 椋　鳩十作　「信濃動物記（抄）」
21 松本美須々ヶ丘 上條　綾香 １年 女 今邑彩作「いつもの朝に」
22 大町北 粟田　将之 １年 男 西沢聖子作「わたしは盲導犬」
23 岡谷南 今井香里 １年 女 松久淳・田中渉作「天国の本屋」
24 上田 倉沢実紀 ２年 女 新田次郎作「富士山頂」
25 松商学園 三輪　彩佳 １年 女 今邑彩作　「つきまとわれて」
26 大町北 降旗　文 １年 女 吉橋通夫作「凛九郎」
27 長野西 山田　滝音 ２年 男 松久　淳+田中　渉作　うつしいろのゆめ　
28 岡谷南 牛山華奈 １年 女 藤原てい作「流れる星は生きている」
29 上田千曲 赤川　美里 １年 女 宮本雅史作「「電池が切れるまで」の仲間たち」
30 長野 丸山　清子 ２年 女 島崎藤村作「船」
31 上田 柳澤真梨恵 ２年 女 小宮山量平作「千曲川」
32 上田染谷丘 山口陽子 １年 女 松久淳・田中渉作　「ウォーターマン」
33 長野西 池垣　千菜実 １年 女 椋　鳩十作　月の輪グマ
34 梓川 上原崚雅 １年 男 南木佳士作「ダイヤモンドダスト」
35 松商学園 奥原　亜季 １年 女 松久淳・田中渉作　「恋火」
36 飯田風越 原　ゆかり ２年 女 藤本ひとみ作　「バスティーユの陰謀」
37 松本蟻ヶ崎 二木　唯奈 １年 女 南木佳士作｢ダイヤモンドダスト｣
38 大町北 永山　美波 １年 女 神津良子作「諏訪姫」
39 松本蟻ヶ崎 胡桃　花菜 １年 女 伊坂幸太郎作｢チルドレン｣



審査員・役員一覧表（順不同・敬称略） 
       長野県高等学校文化連盟放送専門部長  米山 明廣 

長野県高等学校文化連盟放送専門部委員長  林 直哉 
      事務局（審査集計・賞状筆耕） 宮崎 潤  伊藤光宏  高山佳子 

  

ＡＰ・ビデオメッセージ・テレビ番組フリー部門   統括 （ 中平智昭 ） 
Ａ：久保 正彰 (信越放送ラジオ編成制作部長)     
Ｂ：上条 剛正 (信越放送制作局制作部) 
Ｃ： 中平智昭（赤穂） 

Ｄ： 百瀬秀俊（松商学園） 

Ｅ： 熊谷典明（松本蟻ヶ崎） 

Ｆ： 椿 宏尚（大町北） 

Ｇ： 江原一幸（岡谷南） 

特別審査員 天野 紘（元長崎北高校教諭） 

進行：宮崎 潤（上田） 
技術：信越放送・宮島和昭（上田千曲） 
計測：牧野健一（上田染谷）宮尾久枝（長野西） 
著作権審査：西林昭隆（穂高商業）             

写真撮影：熊谷典明（松本蟻ヶ崎）  

アナウンス・朗読部門                              統括 （ 中村大祐 ） 
Ａ：舩戸導洋 (信越放送アナウンス室 室長)   
Ｂ：三島さやか（信越放送ラジオ編成制作部)     
Ｃ： 中村大祐（長野） 
Ｄ： 寺島 彰（小諸商業） 
Ｅ： 百瀬秀俊（松商学園） 
Ｆ： 落合康隆（上田） 
Ｇ： 栗山嘉章（坂城） 
Ｈ： 椿 宏尚（大町北） 
Ｉ： 山口美由紀（上田染谷） 
特別審査員 天野 紘（元長崎東高校教諭） 

進行：中平智昭（赤穂） 
計測：熊谷典明（松本蟻ヶ崎） 

佐久間啓史（須坂） 
山田泰生（松本松南） 
宮尾久枝（長野西） 

技術：信越放送・宮島和昭（上田千曲） 
写真撮影：熊谷典明（松本蟻ヶ崎） 

【諸注意、連絡】 
1. 審査時間等により上記の日程が変更される可能性もあるので注意してください。 
2. 全日程を良識ある行動で過ごすこと。 
3. 日程内の行動は一切指示に従い、勝手な行動はとらないでください。 
4. 会場は一般の方も利用しています。 

(ア) 10:00までは、ＳＢＣ棟側の入口は使用できません。東側（セブンイレブンとモスバーガーの間）の入口を利
用して、エレベータで４階まで上がってください。 

(イ) 指定の「第３学習室」以外の場所での発声練習は禁止です。 
(ウ) 指定以外の部屋には立ち入らないでください。廊下等で騒がないでください。 
(エ) 生涯学習センターは、飲食は原則禁止です。（今回より、ペットボトル入りのお茶は許可になりました。）昼食
は、館内１～２Ｆの商業施設を利用するか、昭和通り反対側の「もんぜんプラザ」２Ｆ、３Ｆの休憩所を利用

してください。 
(オ) 会場の駐車場は有料です。できるだけ公共交通機関を利用してください。 

5. 審査中について 
(ア) 静粛を保ってください。（静粛を保てない場合は退場を命ずる場合もあります。） 
(イ) アナウンス・朗読の発表者は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。 
(ウ) 机に入退席するときに礼はしないでください。準備ができたら読み始めてください。 
(エ) 審査時間中の写真撮影は厳禁とします。（昼休み等を利用してください。） 
(オ) 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も、発表の途中に行わないでください。 

(カ) ＡＰの発表はＭＤ操作、コンピューター操作を発表校が行なってください。 
6. 番組部門（ＡＰ・ビデオメッセージ・ビデオフリー）に参加する学校は、作品上映に先立って、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。 
 （ただし、この発表については、審査対象とはしません。） 

7. 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、審査終了後に高校名の書いてある箱
に入れて下さい。 

8. 番組部門発表終了後、各校の交流会を持ちます。番組発表校は代表１名を出してください。 
 代表者には、「１番良かった作品とその理由」、「１番惜しかったと思う作品と、ここを直せば良かったと思う点」を

発表してもらい、他校への質問や、他校からの質問にも答えてもらいたいと思いますので準備しておいてください。 


