
 
 

◆◆学校概要◆◆◆◆◆◆                                                   

 

住  所 新潟県阿賀野市学校町３－９ 

最寄り駅 ＪＲ羽越本線 水原駅下車 徒歩 10 分 

電  話 ０２５０－６２－２０４９  

Ｆ Ａ Ｘ ０２５０－６３－１９１６ 

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.agano-h.nein.ed.jp 

Ｅメール school@agano-h.nein.ed.jp 

創  立 平成 17 年 4 月 

課  程 全日制 

生 徒 数 ２２６人（平成３０年５月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆入学者選抜◆◆◆◆◆◆〔平成３１年３月実施予定〕 

  

学科 募集定員 特色化選抜 
一 般 選 抜 

調査書と学力検査の比重 (1) 学力検査 (2) 学校独自検査 

普通科 120 無し 
調査書：学力検査 5 教科 検査方法 配点 

4：6 各 100 点 PR シート 100 点 
※ 募集定員は平成 30 年度のものです。 

※ 平成 31 年度募集学級数及び募集定員が確定した後、ホームページを更新します（１１月上旬予定）。 

 

 

◆◆学校目標◆◆◆◆◆◆ 

 

  「常識と責任を持ち、社会に信頼される人物を育成する」 

 

 教育方針 

   ◇ 進路実現のために、学力の向上を図る。 

   ◇ 体力と気力の充実を図り、豊かな心を養成する。 

  生活態度 

     明るく・素直に・強く・豊かに 

これらの教育目標のもと、地域に信頼される学校づくりに励んでいます。 

 

◆◆めざす学校像のコンセプト◆◆◆◆◆◆ 

 

   生徒のコミュニケーション能力を育成し、人と関わることをとおして社会性を育てる。 

郷土を愛し、他人を思いやり、やる気のある生徒を育てる。 

 
１ 年 ２ 年 ３年 合  計 

男 女 男 女 男 女 男 女  

普通科 36 36 37 48 34 35 107 119 2２6 

31 新潟県立阿賀野高等学校 



◆◆学科および教育課程の特色◆◆◆◆◆◆ 

 

  １年生は全員が共通科目を履修し、基礎学力の充実に努めます。 

  ２・３年生はライフデザインコースとアカデミックコースとに分かれ、進路実現をめざします。 

 

◆◆教育課程◆◆ 

 

●平成３１年度入学生 

 
 

 

 

 

 

 

 

ライフデザインコース  

 進学や就職を問わず、進路に応じて選択科目を履修することにより、個性や特技を育て

ます。資格取得にも適応でき、一般の専門学校等への進学にも対応できるコースです。  

 専門学校へ進学する人や就職する人が、多様な選択科目の中から進路に応じて選択します。

漢検、英検、数検、情報処理検定・簿記検定等の検定を実施して資格の取得を奨励します。 

アカデミックコース  

 進学希望者が文系と理系の教科選択ができるように用意されたカリキュラムから選択し、

国公立大学や私立大学、短大などへの進学に対応します。また、看護師や建築士など国家資

格等の取得をめざす専門学校などへの進学にも対応できます。 

 文系 英語、国語や社会などの学力を充実させ、文系の大学等への進学をめざします。 

 理系 数学や理科などの学力を充実させ、理系の大学等への進学をめざします。 



◆◆総合的な学習の時間◆◆◆◆◆◆ 

 

本校の総合的な学習は「良き社会人になるために」をメインテーマに、生徒一人ひとりの進路希望

の実現のため実際に役立つ内容のカリキュラムが組まれています。 

１学年 進路ガイダンスや人権学習などの活動をとおし、 

「さまざまなものを見て、知り、聞き、体験する」。 

２学年 校外活動など体験学習を実施し、普段経験できないことを体験する。 

 それらを参考に「将来の職業をしっかり考える」。 

３学年 面接資料づくりや、社会人としての進路指導を実施し、 

「卒業に向けて、社会人として必要なことがらを学ぶ」。 

３年間、自己の将来像を形作りながら、自らを知り、伝えることができる生徒の育成をめざします。 

 

◆◆進路指導◆◆◆◆◆◆ 

  

多様な進路希望を実現させるために、ライフデザインコース・アカデミックコースの２つのコース

制をとり進路にあわせたカリキュラムが選べます。 

 さらに、きめ細やかな進路指導により進路実現の手助けをしています。進路指導に関係する主な行

事と、指導の重点項目は次のとおりです。 

 

実施月 主な進路関係行事 進路指導の重点項目 

 

◇ 「進路の手引き」を全校生徒へ配布

します。進路について様々なことを

調べることができます。 

◇ 進路ガイダンスの回数が多く、ガイ

ダンスを通じて進路についてじっ

くり考える機会を設定しています。 

◇ 進路ガイダンスの内容も豊富で、職

業調べ・進学先の分野別の説明会、

模擬授業体験・校外での説明会参加

などが企画されています。 

◇ 進学の準備として、小論文指導に力

を入れ、積極的に模擬試験を受験さ

せています。 

◇ 就職試験の準備として、面接指導に

力を入れています。 

 

以上の指導を、学校全体で取り組ん

でいます。 

４月 

進路説明会 

進路希望調査 

入学時保護者対象進路説明会 

３年生保護者対象進学説明会(奨学金) 

「進路の手引」配付 

５月 １,２年生保護者対象進路説明会 

６月 
進路ガイダンス 

模擬試験・看護模試 

７月 

1年生意識啓発講演会 

1年生企業訪問 

2年生インターンシップ 

校外進路ガイダンス 

３年生対象 職場見学 

３年生対象 面接指導 

センター模試・小論文模試 

８月 
2年生インターンシップ 

３年生就職者面接・小論文等の指導 

９月 
就職試験開始 

３年生就職者面接・小論文等の指導 

１０月 

進路希望調査 

模擬試験 

進路ガイダンス 

３年生就職者面接・小論文等の指導 

１１月 

1年生進路ガイダンス 

2年生校外進路ガイダンス 

１,２年保護者対象進路説明会 

大学・短大願書受付開始 

１２月 小論文指導 

１月 

職業適性検査 

進路ガイダンス 

小論文指導 

２月 
3年生からの講話 

社会人準備セミナー 



◆◆生徒会活動◆◆◆◆◆◆ 

  

生徒会執行部を中心に、体育祭、翠松祭（文

化祭）をはじめとする生徒会活動は生徒主体で

行われます。 

 

◆◆部活動◆◆◆◆◆◆ 

  

ソフトテニス部、テニス部、卓球部、バレー

ボール部、バスケットボール部、野球部、陸上

競技部、バドミントン部、サッカー部、剣道部、

弓道部、水泳部の１2 の運動部と、科学部、英

語部、放送部、コンピューター部、書道部、華

道部、マンガ部の 7 つの文化部があります。ど

の部も結果を残すため、日々練習に励んでいま

す。悔いの残らないように一生懸命まじめに練

習しています。 

                                                                

◆◆主な学校行事◆◆◆◆◆◆                                    

 

４月  １学期始業式、入学式、朝の読書 

５月  中間考査 

６月 体育祭 

７月 期末考査、１学期終業式 

８月 ２学期始業式 

９月 中学生対象体験入学 

１０月  中間考査、２年生修学旅行、 

翠松祭（文化祭） 

１１月  生徒会立会演説会 、朝の読書                                     

１２月  期末考査、球技大会、２学期終業式 

１月 ３学期始業式 

２月  学年末考査 

３月  卒業式、３学期終業式、合格者オリエンテーション 

       

◆◆主な学校のきまり◆◆◆◆◆◆ 

 

 始業 ８：４０ ～ 終業 １５：５０ 

(１) 男女とも制服着用です。 

(２) 自転車通学は届け出制です。 

(３) バイク通学（原付のみ）は許可制(４km～１６km) 

(４) 自動二輪車の所有及び免許取得はできません。 

(５) 普通免許取得のための自動車学校入学は、３年生の夏休みから認めます。 

    （ただし、自動車学校通学許可願いが必要です） 

 

 

 

 

◆◆進路状況◆◆◆◆◆◆ 

 

平成３０年 3 月卒業生 進路先別人数 

進学 
就職 その他 合計 

4 年制大学 短期大学 専門学校等 

２ 0 ３４ ５３ ７ ９６ 

★毎月、朝の立ち番や校舎内外の巡回を行い、全職員一丸となった

厳しく・温かい指導体制で、生徒一人ひとりをケアしています。 



進路実績(過去三年) 

主な進学先 

大学・短大 専門学校 

敬和学園大学 新潟国際情報大学  

新潟経営大学 新潟医療福祉大学  

白鷗大学 

新潟医療福祉カレッジ 国際こども福祉カレッジ 

新潟ビジネス専門学校 大原簿記公務員専門学校 

新潟県厚生連佐渡看護専門学校 等 

 

主な就職先 

阿賀野市職員一般行政 日本郵便株式会社 北蒲みなみ農業協同組合 亀田製菓株式会社   

有限会社ヤスダヨーグルト 株式会社帆苅組 新潟運輸株式会社  等 

 

◆◆在校生の一言◆◆◆◆◆◆ 

 

 わが阿賀野高校は、生徒主体の生徒会をめざして一人ひとりが頑張っています。みんなそれぞれ

が目標を持ち、楽しい学校生活を送っています。また、先生方も温かく指導してくれます。  

 

◆◆学校納付金について (平成３０年度入学生) ◆◆◆◆◆◆ 

月

別 
納入金額 

内            訳 

入学料 授業料 

諸   会   費 

生徒会費 PTA 費 後援会費 
振興会費 
(冷房負担

金) 
学年費 旅行積立

金 

4 18,650 5,650  2,000 1,000   10,000  

5 14,000   1,000 1,000 1,000 1,000 10,000  

6 14,000   1,000 1,000 1,000 1,000 10,000  

7 45,700  29,700 2,000 1,000  1,000 2,000 10,000 

8          

9 10,000        10,000 

10 49,600  39,600      10,000 

11 19,900  9,900      10,000 

12 19,900  9,900      10,000 

1 19,900  9,900      10,000 

2 29,800  19,800      10,000 

3          

計 241,450 5,650 118,800 6,000 4,000 2,000 3,000 32,000 70,000 

 

※ 入学料等の減免制度については、事務室にお問い合わせください。 

 

※ 上記の他、以下の費用が必要となります。 

(１) 制服 入学時 (男子) 35,964 円 

 (女子) 34,668 円 

(２) 体育着等 入学時 2３,７00 円 

(３) 教科書・副教材等 入学時  19,610 円 
※ 上記は平成 30 年度１年生の納付予定額です。 

※ 授業料は、所得制限等により、就学支援金が支給されない場合に納入していただきます。 

※ 学年費の詳細は、各教科の問題集、教材用ファイル、芸術教材費、進路の手引き、進路適性検査、生徒手帳、

日本スポーツ振興センター掛金、個人ロッカーなどです。 

※ 修学旅行積立金は、例年 1・2 年生で積み立てます。上記の旅行積立金額は昨年度のものを例示しています。  


