
 

 1３ 新潟県立巻総合高等学校 
 

●所在地  新潟市西蒲区巻甲4295-1 

●電 話  0256－72－3261 

●ＦＡＸ  0256－72－1751 

●メール  school@makisou-h.nein.ed.jp 

●校長名  清水 源一 

●課 程  全日制 

●創 立  昭和 21年 4月１日 

●生徒数  666名（平成28年 5月１日現在） 

●入学者選抜（平成28年度実施） 

学科 募集定員 特色化選抜 一般選抜 

総合学科 200 

ボクシング(男子) 

ホッケー  (男女) 

計 15人以内 

調査書：学力検査 

（４：６） 

学校独自検査・配点 

（集団面接・100点） 

※ 平成29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）。 

 

 

（1）教育目標 

  一人一人の個性の伸長と豊かな人間性を養い、社会の変化に主体的に対応できる幅広い教養と専門的知

識・技術を身につけた、心身ともに健全な人材を育成する。 

（2）総合選択科目群（系列）の目標 

○人文科学系列 

 人文科学に関する教科･科目を中心に学習し、国際社会で活躍できる能力と態度を育てる。 

○自然科学系列 

 自然科学に関する教科・科目を中心に学習し、事象を科学的に処理し探究する能力と態度を育てる。 

○食料環境系列 

 生命の維持や人間生活に必要な農業生物の栽培、加工、流通と経営に関する科目と、地球環境や生活環

境の創造と保全に必要な環境緑化生物の栽培、維持、計画と施工に関する科目を中心に学習し、食料生

産と環境創造に関する基礎的・基本的な知識と能力を習得させ、地域農業の発展や環境関連分野に貢献

できる能力と態度を育てます。 

○工業系列 

 工業の基礎や電気・電子に関する基礎的な知識と技術を習得するとともに、コンピュータなどの情報機

器を利用した通信技術や制御技術を学び、地域の工業関連分野で活躍できる能力と態度を育てます。 

○商業系列 

 コンピュータなど情報機器に関する基礎的な知識と技術を習得し、情報を適切に処理・管理する能力と

態度を育てる。また、簿記やコンピュータなどビジネス活動に関する基礎的な知識と技術を習得し、地

域の経済活動に貢献できる能力と態度を育てる。 

○生活文化系列 

 食物・被服・福祉など生活文化に関する基礎的な知識と技術を習得し、豊かな生活を創造する能力と態

度を育てる。 

  

学年 

学科 

1年 2年 3年 計 

男 女 男 女 男 女 男 女 

総合学科 74 126 102 135 84 145 261 405 

計 200 237 229 666 

学校目標 



 

 

  自分を見つめ、夢を抱き、未来へはばたこう！ 

地域社会より高い評価を得て、地域に根ざした、地元の産業を支える人材の育成を目指し、進路実現100 ％ 

を確実に果たすよう全力で指導します。 

１ 体験的な学習の重視 

・大学、企業等の見学、ボランティア活動、県外・県内体験学習、インターンシップの推進 

２ 外部機関との連携 

・地域の企業関係者、地元有識者等による進路意識啓発講演会の開催 

・社会福祉協議会、市内保育所と連携した、福祉、幼児教育分野の交流 

３ キャリア教育の推進 

・他者との関わりの中で自己の価値や役割を見出し、人間力、学力を向上 

４ 生徒指導の体系化 

・学校全体として組織的に「規範意識の高揚」に取り組む 

 

 

 

教育課程（平成 28 年度入学生） 

 教 科 科 目 １年 ２年 ３年 

必 

履 

修 

科 

目 

国語 
国語総合 ５   

現代文Ｂ  ３ ２ 

地理歴史 
地理Ａ ２   

世界史Ａ  ２  

公民 現代社会   ２ 

数学 
数学Ⅰ ３   

数学Ａ ２   

理科 
科学と人間生活 ２   

化学基礎 ２   

保健体育 
体育 ３ ２ ２ 

保健 １ １  

芸術 

音楽Ⅰ  （２）  

美術Ⅰ  （２）  

書道Ⅰ  （２）  

外国語 
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ ４   

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ  ４  

家庭 家庭基礎 ２   

情報 社会と情報 ２   

産業社会 産業社会と人間 ２   

計 ３０ １４ ６ 

選 択 科 目  １６ ２４ 

総合的な学習の時間 １ １ １ 

特別活動 ホームルーム活動 １ １ １ 

合計 ３２ ３２ ３２ 

 

  

目指す学校像のコンセプト 

学校生活 

11 月 県外体験学習 

6 月 体育祭 

12 月 球技大会 

11 月 朝光祭（文化祭） 



部活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           平成 27 年度卒業生 

１  進学  

【大 学 ・短 大】 

〈県 内〉新潟大学 新潟医療福祉大 新潟国際情報大 敬和学園大 新潟経営大 長岡大 

 日本歯科大新潟短大 新潟工業短大 新潟青陵女子短大 新潟中央短大 他 

〈県 外〉駒沢大 千葉工業大 拓殖大 高千穂大 天理大 流通経済大 酪農学園大 福井工業大 

  東京工科大 明星大 和光大 東北文教大 京都外国語短学 埼玉女子短大 他 

【専修学校等】 

〈看 護 ・ 医 療〉新潟看護医療専門 新潟医療技術専門 新潟こども医療専門 新潟保健医療専門 

 新潟柔整専門  晴麗看護学校 新潟医療福祉カレッジ  長岡看護専門学校 

〈調理・製菓・衛生〉シェフパティシエ専門 新潟理容美容専門 国際調理製菓専門  

 新潟国際調理師専門 にいがた製菓調理師専門 新潟調理師専門 新宿調理師専門 

〈教育・社会福祉〉国際こども福祉カレッジ 新潟医療福祉カレッジ 大宮子ども専門 東京こども専門 

 日本こども福祉専門 

〈工 業〉新潟高度情報専門 新潟コンピューター専門 新潟工科専門 新潟情報 

 国際自動車大学校 京都伝統工芸大学校 

〈商 業 実 務〉新潟ビジネス専門 新潟公務員法律専門 新潟情報専門 大原簿記専門 大原簿記公務員専門 

 長岡公務員情報ビジネス専門 

〈農 業〉新潟農業・バイオ専門 

〈服 飾 ・ 家 政〉国際トータルファッション専門 文化服装学院 

〈文 化 ・ 教 養〉国際音楽エンタテインメント専門 国際ペットワールド 国際ホテル・ブライダル専門 

 新潟デザイン専門 日本マンガ・アニメ専門 アップルスポーツカレッジ 

 バンタンデザイン研究所 

〈そ の 他〉新潟県農業大学校 新潟職業能力開発短期大学校 

２  就職 

東日本電気エンジニアリング(株) 北越紀州製紙(株)新潟工場 日本郵政(株) ホームセンタームサシ 

新潟造船(株) 伏見蒲鉾(株) (株)三幸 (株)リオンドールコーポレーション 大野精工(株) 

江部松商事(株) (株)熊谷 亀田製菓(株) (株)ビップ (株)末広製菓 新潟ワコール縫製(株) 

内野農産(株) (株)カンダ (株)冨士屋 セッツカートン(株)新潟工場 (株)ハーモニック 

イーエヌシステム(株) ゼネラルホスピタリティー(株) (株)水倉組 (株)ツバメックス (株)山重 

弥彦観光索道(株) マルシン食品(株) (株)パワーアシスト 北越工業(株) (株)新和製作所新潟工場 

五十嵐コンピュータプレス(株) (株)エスシービー (株)ＴＫＳ (株)高又製作所 (株)更科製作所 

(株)三栄製作所 (株)コスモパワー (株)東陽理化学研究所 和平フレイズ(株) 森井紙器工業(株) 

外山工業(株) 内山溶接工業(株) (株)レイカズン (株)オサムフーズ (株)寺泊浜焼きセンター 

新潟西蒲メディカルセンター はあとふるあたご 新津さつき農業協同組合 (株)ブルボン新潟南工場 

文化部 

美術   生物 

茶道   華道 

書道   写真 

放送   吹奏楽 

演劇 

家庭クラブ 

同好会 

マンガ・イラスト 

英語 

パソコン 

 

運動部 

ボクシング 

ホッケー 

レスリング 

陸上競技 

野球 

サッカー 

ソフトテニス 

バレーボール 

バスケットボール 

バドミントン 

卓球 

柔道 

空手道 

剣道 

山岳 

 
進路状況 
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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（全日制） 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）修学旅行積立金  10,000円（月額 修学旅行前まで） 

（４）その他      51,020円（年額 生徒会費、その他積立金、ＰＴＡ会費ほか） 

※上記は平成28年度１年生の実績額です。 

※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、入学時に制服等（約62,000～75,700円）、体操着･運動靴（19,000円）、教科書・副教材の

費用（19,040円）などが必要となります。 

  

２年・女子 

 本校の最大の魅力は、国語や数学など普通科目

の他に、農業・工業・商業・家庭科目を自分の進

路に合わせて選択できるところです。選択科目は

６系列に分けられ、他の高校にはない数多くの多

様な科目を選べます。 

 私は将来保育関係の仕事を志望しており、家庭

科目を中心に選択しています。検定試験にも積極

的に取り組んでおり、現在保育検定や食物検定を

取得に向けて勉強しています。検定・資格は就職

に有利なこともあるため卒業までに様々な検定

に挑戦するつもりです。 

 部活動も運動部から文化部までとても活発で

す。顧問の先生方も先輩方も良い人達ばかりなの

で充実した活動ができると思います。 

３年・男子 

 巻総合高校は、普通科の科目の他に色々な選択

科目が選べます。自分が将来就きたい職業や自分

の将来実現したい夢がある人、また、これからの

将来がはっきりと決まっていない人でも、幅広く

将来を考えることができるので、進路を考える上

で最適な高校だと思います。 

 私は野球部に所属して毎日汗を流しています。

必修科目や多くの選択科目の学習に加えて部活

動も盛んな学校です。運動部はもちろん茶道部や

華道部など文化部もたくさんあり、初めてのこと

に挑戦する機会も多くあると思います。 

 是非、巻総合高校で学習、部活動を両立し、楽
しい高校生活を過ごしてみませんか。 

在校生からのメッセージ 

学校納付金 

工業 

家庭 

農業 

授業風景 

商業



○詳細は本校ホームページをご覧ください。  

新潟県立巻総合高等学校ホームページ  

http://www.makisou-h.nein.ed.jp/  

 


