学番１５

新潟県立新津高等学校

●所 在 地
新潟市秋葉区秋葉1－19－1
●電話番号
0250-22-1920
●Ｆ Ａ Ｘ
0250-24-6340
●URL http://www.niitsu-h.nein.ed.jp
●校
長
志田 重道
●課程・学科 全日制・普通科
●創
立
1921年(大正10年) 4月
●入学者選抜（平成31年度実施予定）
募集学級７クラス、募集定員２８０名
一般選抜
調査書：学力検査
学校独自検査・配点
（３：７）
（筆頭検査Ａ・100点）
＜JR新津駅からの地図＞
●生徒数（平成30年5月1日現在）
学年
1 年
2 年
学科
男
女
男
女
普通科
147
113
152
128
計
260
280

3

年

男
149

計
女
124

273

男
448

女
365
813

１ 教育目標
１ 真理を求め、創造性豊かな英知を持った人間の育成
２ 良識を持ち、自律的に行動できる勇気ある人間の育成
３ 公共心に富み、情操豊かで健康な人間の育成
２ 校訓

學ぶは髙き人の道

「學ぶことによって、徳性の髙い人間となる」
・しなやかな心 を持つ
「自分のもともとの能力は生まれつきのものではなくて、努力によって後天的に伸
ばすことができる」と信じること。
・あたたかい心 を持つ
勉強も部活動も大切ですが、まず身につけなければならないことは、相手の立場
に立って物事を考え、思いやりの心や正義の心を身につけること。
新津高校は「しなやかで、あたたかい進学校」をめざします。
３ スクールアイデンティティー
当たり前のことが、自然にできる生徒を育成する学校
・「人として、してはならないこと」はしない。
・「遅刻・欠席をしない」「挨拶ができる」「人の話が聞ける」「掃除ができる」
・基本的生活習慣の確立（３点固定、家庭学習３時間の確保）
大学等への進学を希望する生徒の自己実現を支援する学校
・勉強と部活動を頑張る生徒を応援します
・進学者数 新潟大学５０人、国公立大学１００人以上、難関大学１０人以上

４ 校長からの一言
本校は、大正十年に県立新津高等女学校として秋葉丘陵に開校されました。以来、幾
多の変遷を経て、現在では県下有数の男女共学の進学校として、２０２０年度には創立百
周年を迎えることになります。
私がめざす学校像
生徒が充実した高校生活を送り、全員が進級・卒業でき、進路希望達成率100％となる。
・朝から、生徒全員が元気よく挨拶ができる。
「おはよう」「こんにちは」「さようなら」「ありがとう」「感謝してます」
・将来の仕事に耐えることができる気力・体力・学力を身につけている。
・文化部、運動部等では、生徒が、明るく、元気に、たくましく部活動を行っている。
平成３０年度 重点目標
① 全員進級・全員卒業、不登校生徒数 ０人
② 進学者数 新潟大学５０人以上、国公立大学１００人以上、難関大学１０人以上
③ 部活動の充実（全国大会、北信越大会への出場）
新津高校の合い言葉
受験も部活も団体戦
：みんなで勉強と部活を頑張ろう。
新津高校のトリプルスリー：「３点固定」「家庭学習３時間」を３年間続ける。
ハンドレッド・テン
：進学者数を国公立大１００人以上、難関大１０人以上に。
＊３点固定とは、起きる時間、寝る時間、勉強する時間を決めて、その時間になったら実行すること。

部活動の心得
「礼儀正しく、元気に挨拶する」
「絶対に勝つという気迫を持つ」
「最後まで諦めない強い心を養う」 「３点固定と家庭学習２時間以上を継続する」
中学生の皆さん、新津高校で
意欲あふれるすばらしい先生や一生の宝となるかけがえの合い友人と出会い、
豊かな美しい環境の中で、自分の「夢」の実現に向けて頑張ってみませんか。

新津高校は、勉強も部活も頑張りたい生徒を応援します
５

本校の学校生活の特徴
＜校 時 表＞
「學ぶは髙き人の道」を校訓に、文武両道を目指しています。 始業
8:20
・生徒の学力向上及び進路希望を達成するために、
SHR
8:25～ 8:35
50分7限授業や電子黒板を活用した授業を実施しています。
1 限 8:35～ 9:25
・2年生からは文系と理系の2コースに分かれます。
2 限 9:35～10:25
・「総合的な学習の時間」では、探究的な活動や進路学習を通じ 3 限 10:35～11:25
て、視野を広げ社会と学校・教科学習などを繋ぎ、学問を拓
4 限 11:35～12:25
き、進路を創るための活動を行っています。
5 限 13:10～14:00
・生徒の進路希望実現・学力向上に応えるために、土曜講習、
6 限 14:10～15:00
各種補習、長期休業中の講習、朝学習、学習合宿などを実施
7 限 15:10～16:00
し、個別面談等を通じて、きめ細かな学習計画、弱点の補強
方法を指導し、実力の向上を図っています。
・特に「難関国公立大学や医学部医学科」への進学をめざし、本気で勉強を頑張る生徒を
応援するために、特別進学クラス(現状では各学年1学級)を設置しています。
・2学年時に実施する修学旅行は「総合的な学習の時間」と連動し、生徒は様々な発見をし
ながら社会への視野を広げています。特に、生徒の自律や自立を狙った自由研修は、と
ても楽しい思い出にもなっているようです。
・球技大会を年に2回行います。学級の結団力が高まり、新津高校の合い言葉「みんなで頑
張ろう」という熱も高まり、部活動や受験勉強にも、ますます力が入ります。

６ 進路指導
(1)進学指導の重点目標と具体的対策
重 点 目 標
具 体 的 対 策
1 進学に関する情報・資料収集
1 進学説明会への参加・大学視察
進学指導 2 学年･生徒･保護者への情報提供 2 進学ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ・進学相談
3 補習・校外模試の活用
3 模試のﾃﾞｰﾀの分析・補習
4 充実した進学相談活動
4 入試情報などの提供
(2)平成30年3月卒業生の合格・進学先等(卒業生人数272名)
合格者
進学等
主な進路先
延べ数 人数(率)
４年制 国公立
国公立
国公立
大 学
88名
75名
・北見工大(2)，北海道大，秋田大，山形大(6)，
(27.6%)
筑波大，千葉大，上越教育大，長岡技術科学大，
新潟大(32)，富山大，信州大(2)，大阪大，
秋田県立大(4)，県立米沢栄養大，前橋工科大(2)，
高崎経大(2)，首都大東京，新潟県立看護大(3)，
新潟県立大(14)，長岡造形大，山梨県立大(2)など
私立
私立
私立
421名
131名
・獨協大,千葉工大,青山学院大,駒澤大,芝浦工大,
(48.2%)
順天堂大,専修大,大東文化大,中央大,津田塾大,
帝京大,東海大,東京農大,東京理科大,東洋大,
日本大,法政大,明治大,立教大,神奈川大,関西大，
京都産業大,同志社大,立命館大,近畿大 など
短 期
23名
11名
・会津大短大部(2)，川崎市立看護短大(3)，
大 学
(4.0%)
三重短大,新潟中央短(2),新潟青陵大短大(12)など
専 修
34名
22名
・北里大保健衛生専(3)，新発田病院看護専(2)，
各 種
(8.1%)
新潟病院付属看護専，青麗看護専 など
就 職
1名
・海上自衛隊
(0.4%)
その他
31名
・進学準備
(11.4%)
(3)＜在校生から一言＞
私が新津高校に入学して感じたことは、自ら学習しやすい環境が整っているとい
うことです。多くの教科で電子黒板を活用した授業が行われ、効率よくわかりやす
い授業を受けることができます。日々の授業の他にも、勉強合宿や土曜講習などの
学習機会が用意されています。また、互いに励まし合いながら切磋琢磨し、ともに
学力を向上できるような自主性の高い生徒がたくさんいます。
大学進学の面でも様々な取り組みがあります。１年次は全員で大学見学（東北大
学オープンキャンパス）に参加し、２年次には学校で大学講義を体験することがで
きます。進路希望についても、先生方が親身になって相談にのってくださり、各生
徒に最適なアドバイスをしてくださいます。また、普段の学習でも先生方は手厚く
熱心に指導してくださり、放課後や昼休みの教務室前の廊下などでは先生方に質問
している生徒もたくさんいます。
新津高校は部活動も盛んで、全国大会に毎年出場している部もあります。多くの
生徒が学習の時間をやりくりしながら、文武両道で一生懸命活動しています。皆さ
んも、この素晴らしい環境で一緒に夢の実現を目指しませんか。 （２年女子）

７ 学校行事とクラブ活動など
(1) 主な学校行事（平成30年度）
4月 始業式・入学式4/6
8月
新入生歓迎会
9月
5月 中間考査
10月
6月 体育祭6/6
7月 期末考査
11月
球技大会
終業式7/24
12月
保護者懇談会
8月 学習合宿
夏期講習

始業式8/27
秋陵祭(文化祭)9/15
中間考査
2年修学旅行
文化講演会
期末考査
球技大会
保護者懇談会
終業式12/21

1月
2月
3月

始業式1/7
大学入試ｾﾝﾀｰ試験
学年末考査
球技大会
卒業式3/1
高校入試(3/6･7)
終業式3/20

(2) 部活動など
文化部 文芸 理科 書道 茶道 食物 美術 マンガ 箏曲 囲碁将棋 映画
吹奏楽 ＪＲＣ
※同好会（英語 放送）
運動部 卓球 ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 野球 陸上競技 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 剣道 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ ダンス
サッカー 弓道 テニス 少林寺拳法 ※同好会(柔道 水泳 ラグビー)
その他 生徒会機関誌 生活 応援団
※部活動については、上記と異なる場合もあります。

○平成29年度の主な成績（平成29年度全国大会や北信越大会などへ出場した部）
◇運動部：弓道部（全国高校総体、北信越大会）
少林寺拳法部（全国高校総体、全国選抜大会、北信越大会）
◇文化部：書道部（全国高校総文祭参加、産経ジュニア書道コンクール奨励賞、
高円宮杯日本武道館賞、日本書道美術院全国競書大会受賞、
全日本高等学校書道コンクール準大賞）
８ 学校納付金
学校納付金については、次のものがあります。
(1) 入学料
５，６５０円（入学時）
(2) 授業料
９，９００円（月額）
※ 平成26年度入学生から、所得制限により就学支援金が支給されない世帯（市町
村民税所得割額の保護者(親権者)の合算が304,200円以上の世帯）については、
上記の授業料を納めていただきます。
なお、就学支援金支給の手続き等については、別途お知らせいたします。
(3) 学年費
１５５，０００円 (年額 修学旅行積立金を含む)
(4) その他
２６，０２０円 (年額 生徒会費、ＰＴＡ会費等)
※上記は平成３０年度１年生のものです。
※入学料の減免制度については、事務室にお問い合わせください。
※この他に入学時に 制服（３８，８８０円：女子）、
体操着（１４，１９０円）、内履き運動靴（４，９００円）、
教科書・副教材の費用（３７，２７０～３７，８５０円）などが必要となります。

