
２０ 新潟県立村松高等学校

●所在地 〒959-1704五泉市村松甲５５４５番地

［最寄りの交通機関］

五泉ふれあいバス「学校町１丁目」バス停より

徒歩５分

●電 話 ０２５０－５８－６００３

●ＦＡＸ ０２５０－５８－１１４２

●校長名 渡 辺 欣 彦

●課 程 全日制

●創 立 明治４４年４月２５日 学年

●生徒数 ２５４人 学科

(平成２９年５月１日現在) １ 年 ２ 年 ３ 年 計

男 女 男 女 男 女 男 女

普通科 ４８ ３２ ４３ ４７ ５２ ３２ １４３ １１１

●入学者選抜（平成２９年３月実施）

学科 募集定員 特色化選抜 一般選抜

調査書：学力検査 学校独自検査

普通 １２０

４：６ 日本語の聞取り検査

（配点１００）

※ 平成３０年度募集学級数および募集定員確定後、ホームページを更新します（１１月上旬予定）。

「世の中のこと、自分のことについて、常によく考えて判断し、将来を見つめつつ積極的に現実の問題

に取り組むことのできる人を育成する」を教育目標として、学校生活における基本的な生活習慣や規範意

識を身につけさせ、力や適性に応じた進路の実現を図ることを目指しています。

学習と生活の両面で、とことん面倒を見るのが村松高校です。

以下の学校像を理想に掲げて頑張っています。

①「地域に密着した高校として、地域住民に信頼され、慕われる学校」

②「社会に出たときに、周りから慕われる人を育てる学校」

③「生徒一人一人の進路希望を実現できる学校」

④「ふるさとへの愛着と誇りを胸に、百年以上の伝統を力として、新たな歴史を積極的に作り出してゆく学校」

① 創立１０６年を迎えた輝かしい歴史と伝統を持ち、緑豊かな

すばらしい環境と恵まれた施設や設備が整っています。

② 本校のシンボルである正門は、平成２０年３月に

国の登録有形文化財に登録されました。

③ 週あたり３３時間（５２分間授業、週３日７限授業）の授業

を行うことで授業時数を十分確保し、学力を伸ばしています。

Ａ１

Ａ２

Ａ３

村松高校の学校目標は何ですか。

目指す学校像のコンセプトは何ですか。

村松高校は、他の学校と比べてどんな特色があるのですか。



④ 多くの選択科目を取り入れたカリキュラムで、進路や興味・関心に応じた学習が可能です。

⑤ 進路ガイダンスや、きめ細かな個別指導を行うことで、進路希望を確実なものにしていきます。

⑥ １年次に「職場・上級学校訪問」、２年次に「インターンシップ」、３年次に「大学・職場見学」を実

施するなど、全生徒に対して計画的にキャリア教育を行っています。

⑦ 高校生の就職はやや改善傾向にありますが、就職率100％を目指した村松高校独自の取組（インターン

シップ、合同企業説明会等）は他の普通高校に比べて多様で充実しています。

⑧ 本校生徒は、地域の行事やボランティア活動に積極的に参加しています。

⑨ 学校カウンセラー並びに外部の専門機関と連携しながら、様々な悩みを抱える生徒の教育相談に親身に

対応しています。

① １年次では全員が同じ教科・科目を学習しますが、２年次・３年次から選択科目が多くなり、一人ひと

りの進路希望に合った科目を学習するので十分に進学可能です。ただし、そのためには、授業の予習・復

習を一生懸命頑張ることがとても重要になります。

② さらに、長期休業中の進学補習や日常の個別指導、各種模擬試験、検定試験を実施することで、一人ひ

とりの学力の伸長に努めています。

① １年次の英語と数学、２年次でも数学で少人数授業を取り入れるなど、

きめの細かい丁寧な授業を展開しています。

② 基礎・基本の内容でつまずいている生徒の原因解明や対策に組織的

に取り組み、平日や長期休業中の個別指導や補習で分かりやすく教

えています。

① 各学期、生徒の自主性や協調性を高めることを目的に充実

した学校行事が計画・実施しています。

② 体育祭や臥龍祭（文化祭）などは、生徒会が中心となって

企画し、運営します。生徒がアイデアを出し合い、特色ある

行事を創り上げています。

③ 修学旅行は２年次に実施しています。平成２９年度は３泊４

日で、東北に行く予定です。

（体育祭）

（修学旅行）

Ａ４

Ａ５

Ａ６

村松高校から大学や短大、医療系専門学校へ進学できますか。

勉強が苦手な人にも、分かるように教えてくれますか。

中学の時のように楽しい行事はありますか。修学旅行はどこに行くのですか。

４月 入学式 新入生歓迎会

５月 生徒総会 中間考査

６月 体育祭 保護者面談 読書週間

７月 期末考査

球技大会 職場・上級学校見学(１年)

８月 夏期補習 インターンシップ(２年)

９月 中学生体験入学

10月 マラソン大会 修学旅行(２年)

中間考査 臥龍祭(文化祭)

11月 保護者面談 読書週間 期末考査

12月 球技大会

１月 学年末考査(３年)

２月 スキー・スノーボード授業(１･２年)

学年末考査(１･２年)

３月 卒業式



① 部活動も村松高校の学校生活を魅力あるものにしています。以下のように、体育系８部、文化系９の

部・同好会で構成されており、それぞれの関心・特技にそって意欲的な活動がされています。

② 平成２８年度のおもな成績は以下のとおりです。

県総体 砲丸、４×100mリレー 出場

北信越地区高校野球大会北支部予選 ２回戦進出

全国高等学校野球選手権新潟県大会 出場

全国高校サッカー選手権新潟大会 ２回戦進出

１・２年生（B・C級）大会男子 シングルス ベスト８

１・２年生（B・C級）大会女子 ダブルス 準優勝

初心者バドミントン大会男子 ベスト８

県高等学校総合体育大会（男女） 出場

県総体 ダブルス ２回戦進出

BSN剣道選手権大会 個人 ３回戦進出

秋季地区全県登山大会 参加

新潟県高等学校総合文化祭 出品

新潟県高等学校総合文化祭 参加

新潟県高等学校総合文化祭 出品

第60回全国書き初め作品展覧会 日本書道芸術連盟競技会賞 特選賞

新潟県高等学校総合文化祭 出品

全国高等学校総合文化祭広島大会 参加

県高等学校文化連盟ボランティア大会 優秀賞

昨年度、インターアクト部が８月に行われた全国高等学校総合文化祭広島大会に参加しました。

全国高等学校総合文化祭出場を知らせる懸垂幕 上位を目指して日々練習に励む野球部

（インターアクト部）

Ａ７

体育部にするか文化部にするかで迷っているのですが、村松高校にはどんな部がありますか。

また、部活動の実績についても教えてください。

バスケットボール部、卓球部、バドミントン部、陸上競技部、剣道部、山岳部、
野球部、サッカー部

美術部、書道部、カメラ部、漫画研究部、華道部、茶道部、
インターアクト部、吹奏楽部、英会話同好会



平成２８年度卒業生のおもな進路は、以下のとおりです。

左右とも、

写真は２年生

での、インタ

－ンシップ体

験の様子。

Ａ８

卒業生の進路状況について教えてください。昨年度はどのようなところに進学・就職していますか。

短期大学 （４） 新潟青陵大学短期大学部（１）、新潟中央短期大学（２）、明倫短期大学（１）

専修学校 （３１） 国際調理製菓専門学校（３）、国際ビューティーモード専門学校（４）、

国際ホテル・ブライダル専門学校（１）、新潟こども医療専門学校（１）、

新潟情報専門学校（５）、新潟デザイン専門学校（１）、

新潟ビジネス専門学校（２）、山野美容専門学校（１）、

国際ペットワールド専門学校（１）、新潟医療福祉カレッジ（３）、

新潟公務員法律専門学校（１）、新潟国際自動車大学校（１）、

新潟柔整専門学校（１）、新潟調理師専門学校（４）、新潟日建工科専門学校（１）、

長岡看護福祉専門学校（１）

公共職業能力 新潟県立新潟テクノスクール（１）

開発施設等（１）

（６２名）

㈱安中製作所、イーグルブルグマンジャパン、㈱魚斎藤、㈱越配、大野精工㈱、㈱斎藤工務店、

㈱佐取館、医療法人社団真仁会 南部郷総合病院、たいまつ食品㈱、デンカ生研㈱、㈱デンコー、

新潟運輸㈱新潟支店、新潟染工、日本シイエムケイ㈱蒲原工場、㈱フィールドスケープ、

㈱ブルボン新潟南工場、ヘアーステーションヤマザキ、㈱豊寿園、㈱ミツヒデ、㈲丸和工業、

アジカル㈱、イオカ電子㈱、一正蒲鉾㈱、亀田製菓㈱、㈱クボ製作所、ダムズグループ㈱第一実業、

中越運送㈱本社、新潟精密工業㈱、新潟中央水産市場㈱、㈱野島製作所、㈱北越ケーズ、

㈲みやけ食品 名水工場、ヤマト運輸㈱新潟主管支店、㈱雪国まいたけ、渡邉工業、ゆう美容室、

㈱アメリカ屋、山崎製パン㈱、㈱ワールドストアパートナーズ 名古屋事業所



「失敗は成功のもと」 平成２９年度 臥龍会長（生徒会長）

皆さんはどのような学校で生活を送りたいですか。活気のある学校、楽しい学校、地域の方々が親し

みやすい学校。他にもたくさんあるという人がいます。

学校生活で最も大切にすることは「感謝すること」だと思います。例えば、学校生活を当たり前のよ

うに過ごせているのは、学校への送り迎え、支援してくれる保護者、勉強を教えてくださり、応援して

くださる先生方、お互いを高め合い協力しあえる友達がいてくれるからです。その自分の周りの人たち

に感謝して生活することでよりよい高校生活を送れます。さらに、その感謝を態度に表すことも大切で

す。その方法として言葉、行事などでの一生懸命な姿勢を見せることが大切だと思います。

村松高校は行事が多い学校です。その行事一つ一つで保護者、先生方をはじめ、協力しあったクラス

メイト、さらに地域の方々にもその姿勢を見せることで村松高校の生徒としての良さを発揮できると私

は考えます。

高校生活は思っているより、とても短くあっという間です。短い三年間でたくさんの思い出を作って

ほしいです。そのために「積極的な自分に変わること」が大切だと思います。自分から声をかける、率

先して活動に取り組むなど変われるチャンスはたくさんあります。生徒会も今年は新しいことに取り組

んでいきます。初めてのことをやろうとするとき、「失敗するかもしれない」と不安になることもあり

ます。しかし、「失敗は成功のもと」という言葉があるように、はじめから出来ないと決めつけず、ま

ずはやってみましょう。一人が不安だったら、仲間と協力して新しいことへ挑戦していきましょう。

「部活動と学校紹介」 平成２９年度 バドミントン部女子 主将

私たちは３年生１３名、１年生１０名で月曜日から土曜日に練習しています。

主な練習内容は、N 字、X 字などコントロールとフットワークの技術を上げる練習をし、基礎打ちと
いうフライトを二人一組で練習します。その後男女混ざって試合をします。バドミントンには「ダブル

ス」と「シングルス」があり、私はダブルスで成績を残してきました。これまでの成績は自分の力だけ

では絶対に残せないものです。仲間、パートナーがいるからこそ残せるものです。

しかし、部活を頑張っているだけでは充実した学校生活を送ることはできません。勉強と部活をいか

に両立させるかを考えなければなりません。テストの成績は将来にとても響くものです。授業で分から

なかったところはその日のうちに解消させることが大切です。

村松高校では、１年時は英語と数学で１クラスを２グループに分けて少人数授業を受けます。少人数

なので分からなかったところがあればすぐに質問できるし、先生からきめ細やかな対応をしてもらえる

など、たくさんのメリットがあります。授業では友達と相談する時間が設けられたり、英語なら隣同士

で対話文を読むことがあるので、イメージもしやすくなります。

学校行事は体育祭、臥龍祭、球技大会などがあります。体育祭と臥龍祭は生徒会の様々な企画があり、

より一層盛り上がります。体育祭準備では衣装、パフォーマンス、パネルを考え、臥龍祭準備ではクラ

スの出し物を決め、教室の飾りつけをします。球技大会は優勝するために昼休みを使って練習する人が

たくさんいます。これらの行事はすべてクラス対抗戦なのでやる気に満ち溢れた生徒たちの姿が見られ

ます。

このように村松高校の生徒は一生懸命でとことん学校生活を楽しんでいます。毎日共に学び、悩み、

遊び、笑いの絶えないところが村松高校の校風になっています。

在校生から一言



年間納入書経費には、次のものがあります。

（１） 入学料 ５，６５０円

（２） 生徒会費 ８，５００円

（３） ＰＴＡ会費 ７，０００円

（４） 冷房費 ２，０００円

（５） 教育振興会費 ３，０００円

（６） その他積立金

（含 修学旅行積立）１１７，０００円

合 計 １４３，１５０円

※上記は平成２９年度１年生の実績額です。

※授業料は保護者の所得金額の状況により異なりますので、ここには掲載しません。

※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。

※この他に、入学時に制服（男女共６３，０００円程度、夏冬一式。他に任意でベストも販売）、体操着と運動靴

（約２５，０００円）、教科書・副教材（約１５，０００円）などが必要となります。

年間納入諸経費


