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　高校、ご卒業おめでとうございます。この式をもって３年間通った秋葉山の校舎から、

お別れになります。卒業生の皆様は、夏休み前からの、試験の連続から少し解放され、ホ

ッとできる方も多くなるのでしょうか。

　私が高校を離れた30年位前では、今よりも格段に卒業という言葉に開放感があり、当時

はまだ穏やかな時間が流れていた感覚があります。でも振り返ってみると、まだ学校も土

曜日に授業が半日ありましたし、社会でも銀行など一部を除けば週休二日制が徹底してい

なかった時代だったと記憶しています。それでも二十歳頃には、バブル時代という時世も手伝って、スキーを

したり・バイクに乗ったり、海へ行ったことなどを友人と再会したときには、それらが話題に上がり、高校生

では体験できにくいこと事を体験していました。

　去年の８月に行われた高校の全国PTA大会の講演会で永田京都大学名誉教授は、あえて大学生時代は何も

しなくて良い時期なのではないか、と提案していました。それは最近の学生が昔より時間を割いて勉強してい

て、多くの大学カリキュラムが社会で必要な実践的なものになっていることを踏まえて、アンチテーゼとして

お話しているのかと感じています。もちろん翌日の講演会では別の講師が、大学時代は多くのスキルを身につ

けなければいけないと、諭していました。それらを聞いて私なりの解釈として、高校時代より少しだけ多く社

会に関わって感じた、20歳前後の体験は、その時代でしか得られない、キラキラした感覚と伴って、きっと将

来に役に立つものだと思います。それには高校の３年間で学んだ勉強・育んだ友人との関係を土台にして新し

いものを建てていってください。

　保護者の皆様、３年間親師会活動にご協力ありがとうございました。これからも親師会行事内容が皆様の意

見を参考にしながら、より多くの方に有意義になる様に開催していきたいと思います。

卒業生の皆様へ 親師会長　　川　上　　　洋

昨年１月 今年１月
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　卒業生の皆さん卒業おめでとう。
　いよいよ令和になり、最初の卒
業式を迎えます。卒業生の皆さん
は、４月からそれぞれの道で新た
なスタートを切ることになります。
　私は、いつも卒業生の皆さんに
尋ねます。「高校での３年間を充

実して過ごすことができましたか。現在、自分の好き
なことやもの、やりたいことを持てていますか。」と。
　皆さん一人ひとりの意思で新津高校を選んで進んで
きてくれてからの３年間、皆さんは自分の高校生活を
より良く過ごそうと努力してきました。先生方や保護
者の方をはじめ同窓会の皆さんも物心両面から真剣に
サポートしてくださいました。こうした環境の中で、
皆さんが成長し自分の目指そうとすることが明確にな
っていたら、これほど喜ばしいことはありません。
　世の中は、インターネットがより日常的になり、多
くの人がその気になれば自由に自分の意見を世の中に
発信することができる時代となりました。それゆえ自
分が発信する意見に責任を持つ必要があると言えます。
そして、無責任に発信する意見により傷つく人があっ
てはならないことも事実です。また、意味なく傷つけ
られることもあってほしくはありません。
　様々な職業が生まれ、職業の選択肢は爆発的に拡大
しましたが、同時に自分のやりたいことを、如何に選
ぶのかということが必要になりました。AIの進出は
既存の仕事の合理化を加速度的に進めているかに見え
ます。今後は仕事においてAIと人間における二極化
がしばらくは続くことでしょう。AIを利用しつつ、
人間でなければできないことを如何に私たちが付加価
値を付けていくのかということが求められている時代
と言えます。
　しかし、考えてみれば私たち一人ひとりは皆異なる
人間です。個人が持つ能力も感情もそれぞれ人によっ
て違います。仕事をする上では技術が高いほうがいい
に決まっています。しかし、歌が上手ければ歌手にな
れるのかというとそうではないのと一緒で、そこには、
それぞれがどういう姿勢でその仕事や活動に対面して
いるのかということがより重要なのではないでしょう
か。近い将来、職業選択の地図はより大きく変化して
いくことでしょう。皆さんが関わるようになる職場も
大なり小なり何らかの影響を受けることは想像に難く
ありません。
　さて、先日将来のオリンピアンを期待されている少
女のインタビュー番組を見る機会がありました。皆さ

んと同世代の彼女が座右の銘だと紹介していたのが
「凡事徹底」でした。この言葉はパナソニックの創業
者である松下幸之助氏の言葉としても有名ですが、「日
頃の身の回りのことを徹底して行う。」というものです。
　若いのにずいぶん渋い座右の銘だなあと思ったので
すが、なるほど考えてみると実に的を射ているもので
あります。
　松下氏は折に触れ、「難しいことはできても平凡な
ことはできないというのは本当の仕事をする姿ではな
い。」と唱えていたそうです。これは「凡事徹底」と
いうのは整理・整頓・清潔・清掃・躾の「５Ｓ」に始
まり、道を歩く時はポケットに手を入れない、靴を脱
いだら真っ直ぐ揃えるといった、日頃の身の回りのこ
とをきちんと行うことが、人を育てていくというので
す。一般的には当たり前のことを当たり前に行うこと
以上に、人が真似できないくらいに一生懸命にやる、
ということだと考えられているようです。
　確かに、私たちはどのくらい難しいことができたか
とか、派手な結果に目を奪われがちですが、世の中で
結果を出しているほとんどの人が地道に自分の土台を
作り上げてきたことを忘れてはいけません。
　自分の周りを見渡してみてください。皆さんの先輩
や仲間たちが自分の毎日に向き合っている様を。それ
ぞれの進路に進んでいる様子を。思い起こしてみると
身の回りにも結構素晴らしい人たちがそこここにいる
ことに驚かされるのではありませんか。同時に、そう
いう人たちに対して「すごいな。」「真似できないな。」
と初めから逃避してしまいがちです。人はどうしても
一攫千金みたいな方法を見つけたがるものです。かく
いう私も似たようなものです。まさに、凡事徹底を目
指して日々戦い続けているところです。ただ言えるこ
とは、それを目指しつつ、自分で押さえたい目標を明
確にできるといいのではないかということです。すべ
てにおいて頑張るのではなく、「これだけは。」という
ものを自分で決め、それを続けることで、それが当た
り前になる状態を作り、次の目標へと進んでいくので
す。あれこれ欲張ったら自分で潰れてしまいます。ま
ずはスモールステップで確実な一歩を進めましょう。
　とにもかくにも重要なことは、結局自分自身がどん
な心持ちで生活していくかということになるのではな
いでしょうか。皆さん一人ひとりが、生き生きと暮ら
していくことが自分だけでなく、周りの人も幸せにし
ていくのです。どうぞ、自分で納得のいく良い人生を
過ごしてください。心から応援しています。

卒業に向けて 学校長　　渡　辺　　　剛
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３年　横尾　愛梨
　新津高校での３年間は、とても充実した日々で
した。部活動では、仲間とともに目標に向かって
練習に励み、勉強面では、毎日の課題にしっかり
と取り組み、また、自分が理解できないところを
無くすように心掛けました。
　３年間の中で、先生方には多くのことを教えて
いただきました。優しく、厳しく、接してくださ
りました。センター試験の前日の先生方のメッセ
ージは、どれも温かく、嬉しい気持ちと感謝の気
持ちで一杯になりました。
　家族や先生方、友人に支えられて３年間を送る
ことができました。辛かったこと、楽しかったこ
と全てが私の大切な思い出です。新津高校で過ご
した日々を忘れずに、これからの人生を送って行
きたいと思います。

三年保護者　猪俣　泰博
　３年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
　３年間の高校生活は、どうでしたか。電車やバ
スでの通学、部活動と学業の両立、楽しことや辛
いことなど様々な経験ができた３年間だったので
はないでしょうか。困難な問題や壁にぶつかった
時、どんな時も家族や仲間など周囲のサポートが
あって乗り越えてきたことを忘れないでください。
　では、この先はどうでしょうか。ほとんどの人
は、親元を離れての１人暮らし。自動車の運転や
アルバイトなど新たな世界が待っています。今ま
でやりたくてもできなかったこと、あきらめてい
たことにもチャレンジしてみてください。そのす
べてが成功するとはかぎりません。でもその経験
は、無駄にはなりません。その経験を自信に変え
て輝く未来に向かって大きく羽ばたいてください。
　終わりになりますが、これまでご指導いただき
ました先生方、親師会の皆様はじめ、関わってい
ただきました皆様方、本当にありがとうございま
した。

３年　杉﨑壮一郎
　新津高校で送った３年間の学校生活はとてもか
けがえのないものでした。勉強では、お互いにわ
からない箇所を教え合い、励まし合いながら取り
組みました。部活動では、常に目標を持ちながら
練習し、練習試合や大会では部長として部員を引
っ張ることができました。
　また、担任の宮川先生をはじめ、多くの先生方
には、進路の相談や勉強で理解できていない箇所
を個人的に教えていただくなど大変お世話になり
ました。本当にありがとうございました。
　最後に、18年間自分のわがままに応えてくれた
お父さん、お母さん。そして３年間友人として接
してくれた皆、ありがとう。笑いながら会話をし
た日々は一生の宝物です。
　これからはそれぞれが目標としていた進路に向
かうことになりますが、新津高校で学んできたこ
とを今後の生活に行かしていきたいと思います。
３年間ありがとうございました。

三年保護者　清田久美子
　三年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
　この３年間、勉学や部活動等、忙しい毎日を送
り、その中で自分の課題に取り組んできたことで
しょう。様々な経験と努力により、心身共に大き
く成長したことを大変嬉しく思います。
　それでも皆が皆「思うような道を思うように進
めた」訳ではないでしょうし、今後も思い通りに
いかないこともあるでしょう。しかし、どの道を
進もうとも、困難を乗り越え、道中やその先にあ
る幸せをつかむ力が皆さんにはあります。自分の
知識と経験と能力を信じ、周りの皆とも助け合っ
て、苦しい思いや努力の先にあるものをつかみ取
ってください。
　最後に、今までご指導下さった教職員の皆様、
親師会の皆様、子供たちに関わり支えてくださっ
た全ての方々に厚くお礼申し上げます。新津高校
と親師会の益々のご発展を願い、お祝いの言葉と
させていただきます。

卒業生より

卒業おめでとうございます
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■1■．令和２年度センター入試の結果について
①　受験の概要
　大学入学共通テスト移行前となる最後の大学入試センター試
験は、１月18日・19日の両日に、全国689の会場で実施され
ました。参加大学・短大数は過去最多の858大学。大学入試セ
ンター試験志願者数は557,699人（前年576,830人）で、
19,131人（前年比96.7％）減少しました。志願者数の内訳は、
現役生が452,235人（前年比97.3％）と12,715人減少、既卒
生等が105,464名（前年比94.3％）と現役・浪人とも減少し
ました。本校の生徒も265名（97.1％）が受験をしました。
　さて、今年のセンター試験は、交通の大きな混乱もなく、無
事に試験を終えることができました。試験会場も新津高校に近
い新潟薬科大学であり、生徒は「大学入試センター」からの「公
共交通機関で会場まで行くように」の指示通り、新津駅・五泉
駅からの臨時路線バス、及び古津駅からの徒歩などの公共交通
機関をきちんと利用したため、時間通りに大学に到着し落ち着
いて２日間のセンター試験に臨めたと思われます。試験会場ま
での移動は、大雪の状況であっても大学入試センターから配付
されている「受験の要項」「受験場の注意」に書かれている（公
共交通機関を必ず利用する）ことをきちんと守れば、全ての試
験をきちんと受験することができます。新テスト（大学入試共
通テスト）となる来年度の会場がどこになるかはわかりません
が、２年生の皆さんにも心してほしいことです。
②　本試験の出題内容と自己採点状況
　「大学入試センター試験」も来年からいよいよ「大学入学共
通テスト」に変わりますが、その特徴とされる読解力を要する

問題や対話形式、身近なテーマからの出題、また文章や図表な
ど複数の素材から読み取り考察する出題が、昨年に引き続き本
年も複数の科目で出題されました。
　時事的で実生活に関連する身近なテーマとして、英語（筆記）
の「慈善活動の企画」に関する大学生のやりとりにおける発言
の主旨を選ぶ問題や、「フリーマーケットの出店者募集の告知」
の情報を読み取る問題が出題されました。また、文章や図表な
ど複数の素材から読み取り考察する出題では、漢文の漢詩の中
で表現された住居や周囲の景色について正しく読み取り、その
情景を四つのイラストから選択する設問や、化学の与えられた
情報と知識を組み合わせたり、複数の段階にわたって判断する
化学的な思考力を重視する内容などが出題されています。この
他にも、数学I・A「場合の数と確率」では、４つの確率の記述
のうち、正しい内容を２つ選択させる問題、「データの分析」
では四分位数に関する正しい記述を選択するという共通テスト
を意識したと思われる設問、物理では教科書にはない形状のコ
ンデンサーについて出題されその場で対応する力を問う問題な
ど、新しい出題形式の問題も多くみられました。この傾向は、
来年度から行われる「大学入学共通テスト」に引き継がれます。
知識を習得して終わりではなく、身につけた知識をどのように
組み合わせ、どのように活用するかを自ら工夫していく力が今
後の入試で不可欠となります。
　さて、全国平均（１/22中間発表）は、受験生がほぼ受験す
る国語が昨年比-５点、英語筆記が-4.4点、リスニングが-2.1点、
数学ⅠA-6.45点、数学ⅡB-1.6点と全ての科目が難化した。理
科と社会は日本史B＋3.7点、地理＋5.9点、物理＋4.7点、化
学＋1.5点など、ほとんどの科目で解きやすい問題であったが、
国語・数学・英語の影響で５教科900点満点での平均は文系で
昨年度比-11点の559点、理系で昨年度比-24点の552点（ベ
ネッセ予想）と、文理ともに平均点が下がる予想になりました。
本校も、文系で昨年比-27点の478点、理系で昨年比-46点の
453点とかなり苦戦しました。ただ、今年は受験生の99％に
あたる262名が５教科受験（昨年76％、205名）をしており、
上位層は例年通り難関大に挑戦する予定です。毎年指摘してい
ることですが、本校の課題は英語と数学の弱さにあります。１
年生から特に英語の指導強化を行ってきていますが英数の学習
については、毎日「書いて身につける」「身につけた知識をど
う活用するかを自分で工夫する」といった習慣をきちんとつけ
て欲しいと思います。
　最後に、昨年11月に英語外部検定試験の大学入試センター
の一括成績提供システム中止が発表され、12月には大学入学
共通テストでの国語と数学の記述問題の出題中止が発表されま
した。このことで、来年度以降の入試については、今年度の入
試と中身はほぼ変わらないことになります。ただ、英語外部検
定試験は、現在の入試でも一部大学で採用されており、特に定
員枠が増加する国公立大学のＡＯ入試（推薦入試）で出願要件
になっています。自分の進路志望を早く定め、志望達成のため
に何をすべきかを具体的に調べて、しっかり準備をして欲しい
と思います。受験勉強は３年生から初めても間に合いません。
普段からこつこつ努力を重ねることで、現役合格をつかむこと
が可能になります。新津高校の３年間を自分の将来への投資と
して、有意義な高校生活を送って欲しいと思います。

進路指導部　　
齊藤　恭広

進路指導室より

令和２年度大学入試センター試験結果� （　）内は昨年比

教科 科　　目
2020年度 新津高校 2019年度 昨年比

（中間発表） 平均 受験人数（最終発表） 新津 全国
国　語 国 語 116.57 119.0 263(   6) 121.60 -0.6 -5.03 

数　学
数学Ⅰ・数学Ａ 53.25 41.5 261( 43) 59.70 -11.4 -6.45 
数学Ⅱ・数学Ｂ 51.58 28.8 257( 45) 53.20 -9.9 -1.62 

外国語
英 語 筆 記 118.90 111.5 264(   2) 123.30 2.5 -4.40 
英語リスニング 29.32 26.7 264(   2) 31.42 -1.3 -2.10 

地理・歴史
日 本 史 Ｂ 67.22 59.9 149(   2) 63.50 2.6 3.72 
地 理 Ｂ 67.94 59.4 117( 20) 62.00 5.5 5.94 

公　民
政 治 経 済 56.26 54.7 133(   1) 56.20 0.3 0.06 
現 代 社 会 59.06 56.6   9(   0) 56.80 16.9 2.26 
倫 理・ 政 経 66.39 72.3  14(   8) 64.20 5.1 2.19 

理　科

物 理 基 礎 34.32 24.9   7(-16) 30.58 4.0 3.74 
化 学 基 礎 28.99 28.1 154(  -5) 31.22 -1.3 -2.23 
生 物 基 礎 32.65 30.1 153( 17) 30.99 2.0 1.66 
物 理 61.64 48.3  61( 10) 56.94 8.6 4.70 
化 学 56.23 41.5 104( 30) 54.67 -4.4 1.56 
生 物 58.69 50.5  46( 18) 62.89 -2.9 -4.20 

５教科　文

ベネッセ
559

河合塾
549

478.1 144( 31)

ベネッセ
570

河合塾
570

-27.3 

ベネッセ
+11

河合塾
－21

５教科　理

ベネッセ
552

河合塾
552

453.1 101( 38)

ベネッセ
576

河合塾
572

-46.2 

ベネッセ
+24

河合塾
－20
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　ハローワーク新津管内での高校卒業予定者の就職内定
率は､2019年12月末現在で98.2% でした。この数字は昨
年同時期と全く同じです。近年は、就職希望者のほぼ全
員が就職できる状況だといって良いでしょう。しかし、
その多くが自分の第一希望で内定できるかといえば、そ
うではありません。
　ここに公務員を希望する場合と民間企業への就職を希
望する場合とに分けて、現状と必要な準備をまとめました。
今後の参考にしていただきたいと思います。

◇公務員希望者に必要なこと
○�「公務員試験合格は大学合格より難しい！」かもしれ
ません…

　以下は、高卒程度を対象とした主要な公務員採用試験
の合否状況です。高い倍率を突破できる学力とコミュニ
ケーション能力が無ければ合格できませんので、お子さ
んは大学受験と同等もしくはそれ以上の綿密な準備と努
力が必要になります。
　新潟市高卒程度（令和元年度採用試験） 出典：新潟市のHPより

職 種 申込者数 受験者数 合格者数 倍率
一 般 事 務 77 65 3 21.7
学 校 事 務 Ａ 22 20 4 5.0
消 防 士 169 151 20 7.6

　新潟県高卒程度（令和元年度採用試験） 出典：新潟県のHPより
職 種 申込者数 受験者数 合格者数 倍率

一 般 事 務 119 104 16 6.5
学 校 事 務 Ａ 234 211 49 4.3
警 察 事 務 20 17 2 8.5
男 性 警 察 官 Ｂ 223 185 56 3.3
女 性 警 察 官 Ｂ 79 72 18 4.0

○教養試験の基本は、基礎学力
　公務員試験では、教養試験、適性検査、論作文、面接
等が課されます。教養試験の内容は国・社・数・理・英
すべてにわたるので、普段の学習が大切です。日頃の授
業を大切にして、基礎学力を高めることが対策の第１歩
です。また、大学受験用の模試も、基礎力の確認に役立
ちます。
○公務員試験受験者は早めの準備が必要
　公務員試験の多くは、就職試験が解禁となるのと同じ
９月に実施されます。３年になってからの受験準備では
間に合いません。
　１・２年生向けに公務員専門学校等がさまざまな講座
や模試を開催しており、その多くが無料で受講・受験で

きます。以下は、新潟市のＯ専門学校の現役生向け講座・
模試のスケジュール例ですが、２年生の秋からスタート
しています。こうした講座や模試の受講・受験を希望す
る場合は、お子さんを通じて担任にご相談ください。
【高校１・２年生向け】
　11月上旬　スタートガイダンス（学習計画の立て方）
　11月中旬～２月　基礎力判定模試（全２回）
　11月中旬～３月下旬　試験対策講習会（全５回）
　３月下旬　春季講習会
【高校３年生向け】
　４月上旬～７月中旬　試験対策講習会（全７回）
　５月中旬～７月下旬　公開模擬試験（全４回）
　７月下旬～８月上旬　夏期講習会
　８月中旬　直前対策講習会
　９月下旬　面接セミナー（模擬面接）

◇公務員希望者が注意すること
　３年生になって、公務員専門学校への進学を第一志望
にするお子さんがいますが、公務員専門学校とは簡単に
言えば公務員試験の予備校です。公務員試験を受験する
ことなしに公務員専門学校へ進学することは、大学を１
校も受験しないで浪人するのと同じようなものです。お
子さんが本当に公務員をめざすならば、まずは公務員試
験を受験させてください。不合格になってもその経験は
次年度の受験に生かせますし、不合格後に専門学校へ進
学することも十分可能です。

◇民間企業希望者に必要なこと
　例年７月１日に企業の求人情報閲覧が開始され，９月
16日から就職試験解禁となります。今年度の新津管内では、
12月末現在の数値で就職希望者254人に対して、求人数
が725人でした。一見、「売り手市場」にみえますが、新
津管内の高卒者求人では、製造業が求人数のおよそ36％、
次いで小売・卸売業が32％、建設業が16％で、この３業
種で求人の84％になっています。本校の生徒と保護者の
多くが希望する事務職系の求人はほとんどありませんの
で注意が必要です。
　なお、民間企業では「３年間の欠席日数が10日以内で
あること」が一つの目安だといわれています。健康にも
十分気をつけて毎日を過ごすことも大切になってきます。

◇民間企業希望者が注意すること
　民間採用試験は、公務員採用試験より早く内定が出ます。
一度内定を受けたら、特別な事情がない限り辞退ができ
ません。公務員と民間の両方の受験を考える場合、第１
志望が公務員ならば、すべての不合格が決まった後、民
間試験を受けることになります。それは条件のいい企業
の採用試験がすべて終了している可能性が大きいことも
意味します。担任の先生などとよく相談をして進めてく
ださい。

　ご卒業おめでとうございます。
　教員生活40年近くになりますが、この時期の気持ちは複雑です。卒業生の皆さんが新しい
世界に飛び立ち輝いて欲しいと思う気持ちと、毎朝見てきた顔と会えなくなる寂しさが両方
わき上がってきます。
　皆さん。新しいフィールドで思いっきり活躍することを心より願っています。また、たまに
は母校にも足を向けてみてください。秋葉山の高校はいつでも皆さんを歓迎します。
　今年度最後の親師会報となりました。原稿や写真をお寄せくださった皆様、大変ありがと
うございました。来年度も宜しくお願いいたします。
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