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学校名 作品・氏名 学年等 性別等

1 松本美須々ヶ丘 三百年前の想い MD+jpeg 4:59
2 長野 民話、演奏中 MD+jpeg 5:00
3 大町北 鬼となった女 MD+jpeg 5:00
4 上田 古城の門物語 MD+jpeg 5:00
5 松商学園 蘇れ！ 伝説の唄 MD+jpeg 4:58
1 松本松南 信州のおいしいもの～おやき DV 16ステレオ 1:00
2 梓川 葉が落ちるとき… DV 16ステレオ 1:00
3 松本蟻ヶ崎 長野県の方言講座 DV 16ステレオ 1:00
4 上田染谷丘 信州の鎌倉 DV16ステレオ 1:00
5 松商学園 ずっとあなたのそばにいる DV 16ステレオ 1:00
6 上田千曲 いい旅☆塩田平 DV 16ステレオ 1:00
1 梓川 選挙っていうお祭りやろう！ DV 16ステレオ 5:00
2 長野 愛されて、土びな DV 16ステレオ 5:00
3 須坂 怒られた殿様 DV 12ステレオCH 5:00
4 松本美須々ヶ丘 ぶんぶん広がる福祉の輪 DV 16ステレオ 4:59
5 松本松南 地域の活動～第３地区作品展DV 16ステレオ 5:00
6 松商学園 Life Ｉｓ Ｍｕｓｉｃ DV 16ステレオ 4:58
7 長野西 万年傘 DV 16ステレオ 5:00
8 松本蟻ヶ崎 Ｗｉｔｈ Ｔｉｍｅ DV 16ステレオ 5:00
9 岡谷南 笑顔を追いかけて DV 16ステレオ 5:00

10 大町北 声にならない声 DV 16ステレオ 5:00
11 松商学園 歩み続けるために DV 16ステレオ 4:58
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学校名 氏名 ふりがな 学年 性別 内容

1 松本美須々ヶ丘 小林 彩香 こばやし あやか ２年 女 民話クラブ灯について
2 松本松南 稲葉紗紀 いなばさき ２年 女 二十六夜神について
3 松本美須々ヶ丘 浅川 万里恵 あさかわ まりえ ２年 女 加助騒動について
4 飯田高校 松村美穂 まつむらみほ ２年 女 民話を受け継ぐ
5 須坂 浦野 仁美 うらの ひとみ １年 女 雁田山の姥石について
6 岡谷南 竹入愛澄 たけいり あすみ １年 女 でいたらぼっち伝説について
7 松商学園 滝澤詩織 たきざわ しおり １年 女 黒姫伝説について
8 長野 丸山 清子 まるやま さやこ １年 女 民話、演奏中
9 松本蟻ヶ崎 北澤 佑喜 きたざわ ゆうき １年 女 泉小太郎について

10 松商学園 降旗沙織 ふりはた さおり １年 女 八面大王について
11 大町北 原山 亜沙美 はらやま あさみ １年 女 「はたご大工と大蛇」について
12 梓川 森本菜津美 もりもとなつみ ２年 女 えごについて
13 松商学園 吉村未紅 よしむら みく １年 女 御神渡について
14 上田 田中朋子 たなかともこ １年 女 抜け穴伝説について
15 上田 佐藤友美 さとうともみ ２年 女 米山城祭について
16 須坂 若林 真理 わかばやし まり １年 女 須坂市に受け継がれる思い
17 松商学園 碓井良平 うすい りょうへい ２年 男 玄蕃之丞について
18 松本美須々ヶ丘 石黒 未彩 いしぐろ みさ ２年 女 単信坊様について
19 岡谷南 小林紫緒里 こばやし しおり １年 女 山の神について
20 上田 柳澤真梨恵 やなぎさわまりえ １年 女 別所温泉
21 長野西 飯島 康浩 いいじま やすひろ ２年 男 姨捨山について
22 岡谷南 池上 緑 いけがみ みどり １年 女 きつね祭について
23 松本蟻ヶ崎 野池 花奈多 のいけ かなた １年 女 黒姫物語について
24 梓川 井口実咲 いぐちみさき ２年 女 町の文化財について
25 松商学園 村井小雪 むらい こゆき ２年 女 道祖神について
26 上田染谷丘 関田 愛 せきた あい ２年 女 金焼地蔵について
27 岡谷南 塩澤美穂 しおざわ みほ １年 女 安産祈願について
28 上田 堀場ふゆ姫 ほりばふゆき ２年 女 ネズミとネコ
29 長野 小島 潤 こじま じゅん １年 男 黒姫物語について
30 長野西 伊藤 莉恵 いとう りえ ２年 女 姫塚について
31 松本美須々ヶ丘 鈴木 夕貴 すずき ゆき １年 女 デーダラボッチについて
32 松本蟻ヶ崎 高山 かすみ たかやま かすみ １年 女 泉小太郎について
33 長野西 早川 美央 はやかわ みお １年 女 若返りの水について
34 松商学園 齋藤奈緒美 さいとう なおみ １年 女 青山様ぼんぼんについて
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1 松本蟻ヶ崎 宮島 千枝 みやじま ちえ ２年 女 松下淳・田中歩作 「天国の本屋」
2 大町北 三浦 風美 みうら かざみ ２年 女 石田衣良作「ひとり桜」
3 長野 中澤 愛美 なかざわ まなみ １年 女 滝沢きわこ作「デーランボー」
4 長野 武田 理実 たけだ さとみ ２年 女 村山由佳作「すべての雲は銀の・・・」
5 松本松南 清水夏生 しみずなつき １年 女 芥川龍之介作「河童」
6 岡谷工業 浅野 祐樹 あさの ゆうき ２年 男 新田次郎作「強力伝・孤島」より「八甲田山」
7 岡谷工業 奥野 良太 おくの りょうた ２年 男 新田次郎作「霧の子孫たち」
8 松本美須々ヶ丘 清水 彩加 しみず あやか ２年 女 藤原てい作 「家族」
9 松商学園 桑原千尋 くわばらちひろ １年 女 井上靖作「姨捨」

10 長野西 園田 桃子 そのだ ももこ ２年 女 森村 桂作 「アリスの丘の物語」
11 松商学園 小林早由里 こばやし さゆり １年 女 藤原てい作「流れる星は生きている」
12 松本美須々ヶ丘 耳塚 奈菜 みみづか なな ２年 女 手仕事屋きち部衛作 「一匹ぽっちのコオロギ」
13 上田 大沢汐未 おおさわしおみ １年 女 松久淳+田中渉作「プール」
14 長野西 藤岡 里絵 ふじおか りえ ２年 女 佐江 衆一作 「ブレンド家族」
15 松本美須々ヶ丘 今井 仁未 いまい ひとみ １年 女 みほ ようこ作「風の神様からのおくりもの」
16 梓川 福田綾乃 ふくだあやの ２年 女 藤原てい作 「絆」
17 松商学園 木村あずさ きむら あずさ １年 女 堀辰雄作「風立ちぬ」
18 上田染谷丘 倉沢 登詩子 くらさわ としこ １年 女 芥川龍之介作 「河童」
19 長野 岸 優花 きし ゆうか ２年 女 松久淳・田中渉作「ウォーターマン」
20 上田 宮入美樹 みやいりみき ２年 女 平林たい子作「人生実験」
21 松本松南 青木由維 あおきゆい ２年 女 小林計一郞著「しなの夜話」
22 松本美須々ヶ丘 西森 楓 にしもり かえで ２年 女 窪田空穂作 「幼年の印象」
23 長野 勝田 千秋 かつた ちあき ２年 女 松久淳・田中渉作「プール」
24 上田 柳原愛里 やなぎはらあいり ２年 女 村山由佳作「すべての雲は銀の」
25 長野西 丸山 千絵 まるやま ちえ ２年 女 松久 淳＋田中 渉作 「ホワイトグッドバイ」
26 須坂 吉村 英未 よしむら えいみ ２年 女 松久淳・田中渉 作 「天国の本屋」
27 松商学園 中島好美 なかじま よしみ ２年 女 新田次郎作「アラスカ物語」
28 大町北 竹内 真結 たけうち まゆ ２年 女 東野圭吾作「ある閉ざされた雪の山荘で」
29 上田 倉沢実紀 くらさわみき １年 女 松久淳+田中渉作「恋火」
30 須坂 小林 知佳 こばやし ちか ２年 女 謝 孝浩 作 「藍の空、雪の島」
31 岡谷工業 吉作 祥明 よしさく やすあき １年 男 新田次郎作「強力伝・孤島」より「おとし穴」
32 蓼科 関 祐香里 せき ゆかり １年 女 南木佳士作 「ダイヤモンドダスト」
33 松本蟻ヶ崎 松下 実賀子 まつした みかこ ２年 女 松久淳・田中歩作 「プール」
34 梓川 大野詩織 おおのしおり １年 女 丸岡秀子作 「ひとすじの道」
35 松商学園 具志堅茉莉江 ぐしけん まりえ １年 女 新田次郎作「強力伝」
36 松本松南 江原由貴 えはらゆき ２年 女 新田次郎著『聖職の碑』
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