
1995 2003 2009 2014 2019

（パイロット計画） 佐久市立野沢小 上田市立長小 佐久市立臼田小 佐久市立佐久平浅間小

伊那市立伊那北小 飯田市立三穂小 阿南町立富草小 上田市立南小 小谷村立小谷小

阿南町立阿南第二中 豊科町立豊科北小 塩尻市立洗馬小 大桑村立大桑小 中野市立高丘小

蘇南高 小川村立小川小 長野市立吉田小 大町市立美麻小中 飯田市立伊賀良小

茅野市立長峰中 上田市立菅平中 栄村立栄小 塩尻市立宗賀小

1996 喬木村立喬木中 富士見町立富士見高原中 原村立原中 長野市立信州新町小

上田市立東小 北佐久農業高 伊那市立長谷中 箕輪町立箕輪中 岡谷市立岡谷西部中

伊那市立伊那北小 長野東高 松川村立松川中 飯田市立竜峡中 伊那市立高遠中

私立佐久長聖中 長野市立東部中 松本市立丸ノ内中 千曲市立戸倉上山田中

阿南町立阿南第二中 2004 下諏訪向陽高 長野市立柳町中 上田市立第二中

長野市立北部中 佐久市立野沢小 エクセラン高 岡谷東高 木曽町立木曽町中

私立佐久長聖高 飯田市立三穂小 長野俊英高 梓川高 松本県ケ丘高

蘇南高 松本市立菅野小 長野南高 野沢北高

長野東高 木島平村立北部小 2015

諏訪市立上諏訪中 2010 佐久市立臼田小 2020

1997 長野市立東部中 佐久市立岩村田小 茅野市立金沢小 飯田市立伊賀良小

上田市立東小 小海高 上田市立長小 下條村立下條小 塩尻市立宗賀小

松本市立島内小 松本深志高 阿南町立富草小 麻績村立麻績小 長野市立信州新町小

長野市立北部中 安曇野市立三郷小 大町市立美麻小中 下諏訪町立下諏訪南小

私立佐久長聖中 2005 富士見町立富士見中 栄村立栄小 駒ケ根市立赤穂小

岡谷市立岡谷西部中 上田市立川西小 伊那市立高遠中 上田市立第一中 上田市立第二中

私立佐久長聖高 飯田市立上郷小 松川村立松川中 箕輪町立箕輪中 木曽町立木曽町中

長野東高 松本市立菅野小 長野市立東部中 南木曽町立南木曽中 佐久市立野沢中

中野実業高 木島平村立北部小 長野市立犀陵中 長野市立柳町中 安曇野市立豊科北中

長谷村立長谷中 山ノ内町立山ノ内中 長野西高 中野市立中野平中

1998 長野市立東部中 下諏訪向陽高 丸子修学館高 野沢北高

茅野市立玉川小 小海高 梓川高 飯田風越高

松本市立島内小 松本深志高 2011

長野市立三輪小 長野工業高 佐久市立岩村田小 2016 2021

岡谷市立岡谷西部中 上田市立長小 茅野市立金沢小 下諏訪町立下諏訪南小

青木村立青木中 2006 岡谷市立神明小 下條村立下條小 駒ケ根市立赤穂小

伊那弥生ケ丘高 上田市立川西小 飯田市立鼎小 麻績村立麻績小 　上田市立丸子中央小

文化女子大付属長野高 飯田市立上郷小 松本市立山辺小 伊那市立西春近南小 　南木曽町立南木曽小

中野実業高 大町市立大町東小 安曇野市立三郷小 信濃町立信濃小中 佐久市立野沢中

飯山市立木島小 上田市立第四中 上田市立第一中 安曇野市立豊科北中

1999 小諸市立芦原中 伊那市立高遠中 南木曽町立南木曽中 中野市立中野平中

茅野市立玉川小 伊那市立長谷中 松川村立松川中 軽井沢町立軽井沢中 　飯田市立旭ケ丘中

坂城町立村上小 諏訪二葉高 長野市立犀陵中 諏訪市立諏訪南中 　須坂市立相森中

長野市立三輪小 長野工業高 山ノ内町立山ノ内中 安曇野市立堀金中 　松本市立梓川中

北御牧村立北御牧中 長野南高 木曽青峰高 栄村立栄中 　飯田風越高

青木村立青木中 丸子修学館高 　屋代高

辰野高 2007 2012 長野西高

伊那弥生ケ丘高 川上村立川上第一小 岡谷市立神明小 伊那弥生ケ丘高

文化女子大付属長野高 富士見町立本郷小 駒ヶ根市立中沢小

大町市立大町東小 飯田市立鼎小 2017

2000 長野市立若槻小 松本市立山辺小 伊那市立西春近南小

南箕輪村立南部小 飯山市立木島小 長野市立昭和小 信濃町立信濃小中

飯田市立伊賀良小 小諸市立芦原中 木島平村立木島平小 東御市立和小

坂城町立村上小 天龍村立天龍中 小諸市立芦原中 上松町立上松小

北御牧村立北御牧中 大町市立第一中 上田市立第四中 軽井沢町立軽井沢中

上松町立上松中 小布施町立小布施中 安曇野市立穂高東中 諏訪市立諏訪南中

東海大附属第三高 諏訪二葉高 木島平村立木島平中 安曇野市立堀金中

辰野高 松本美須々ケ丘高 松川高 栄村立栄中

梓川高 長野南高 木曽青峰高 根羽村立根羽中

上松町立上松中

2001 2008 2013 松本市立鎌田中

上田市立北小 川上村立川上第一小 上田市立南小 伊那弥生ケ丘高

南箕輪村立南部小 富士見町立本郷小 駒ケ根市立中沢小 長野西高中条校

飯田市立伊賀良小 塩尻市立洗馬小 大桑村立大桑小

上松町立上松中 長野市立吉田小 長野市立昭和小 2018

小布施町立小布施中 上田市立菅平中 木島平村立木島平小 東御市立和小

望月高 伊那市立長谷中 小諸市立芦原中 上松町立上松小

東海大附属第三高 天龍村立天龍中 原村立原中 佐久市立佐久平浅間小

梓川高 大町市立第一中 飯田市立竜峡中 小谷村立小谷小

長野市立東部中 松本市立丸ノ内中 中野市立高丘小

2002 小布施町立小布施中 安曇野市立穂高東中 根羽村立根羽中

上田市立北小 松本美須々ケ丘高 木島平村立木島平中 上松町立上松中

豊科町立豊科北小 エクセラン高 岡谷東高 松本市立鎌田中

小川村立小川小 長野俊英高 松川高 岡谷市立岡谷西部中

喬木村立喬木中 長野南高 伊那市立高遠中

小布施町立小布施中 千曲市立戸倉上山田中

北佐久農業高 長野西高中条校

望月高 松本県ケ丘高

長野東高

長野県ＮＩＥ推進協議会 県内実践経験校一覧


