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高校、大学時代、二度にわたる前十字靭
帯断裂の怪我もありましたが、どんなと
きも挑戦者である気持ちを忘れずに世界
に挑戦してきました。皆さんにも目標に
向かって挑戦してほしいと思います。
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常に挑戦者であれ
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ー 卒業生の声 －

私の選択を応援してくれた関根学園
　高校時代を振り返ってみると、希望す
る進路を実現できたのは関根学園の先生
方のおかげだと思っています。
　高校１年生の頃から志望校は決まって
いましたが、「まだ１年生だし」という
気持ちがあり、なかなか行動に移すこと
が出来ませんでした。３年生になり、受
験に対する態度が変わっていきました
が、なかなか思うように成績は上がらず、

この高校でよかった
　高校入学時は、第１志望ではない学校
であったこともあり、正直ちゃんとやっ
ていけるか不安でした。しかし、周りの
仲間のおかげで頑張ろうと思えるように
なりました。
　思い出に残っていることは、高校１年
生の時に東京の専門学生と一緒にフィー
ルドワークをしたことです。そこで東京
を見ることで、今まで気づかなかった上
越の良さを改めて感じることができまし
た。また、コロナ禍で予定していた沖縄

講座や個別指導で学力向上
　私は関根学園では進学クラスに所属し、勉
強に取り組みました。放課後や休日に進学講
座があったため部活との両立は難しいと判断
して部活には入らず、勉強一本に絞りました。
進学講座では国・数・英をとっていました。
講座では授業とは別のワークを使用するた
め、より多くの問題に触れることができたた
め、学力向上に大きく貢献したと思っていま
す。また、受験期には放課後に友達と教室に
残って勉強しました。基本的には一人で集中
し、時には友達とワークの実践問題の得点を
競ったりしました。友達とお互いに励ましあ

様々な人との出会いが学びに
　私は看護師になるための勉強をして
います。関根学園を選んだのは、大学
に進学したいと思っていたときに、他
の高校と比べて進学率が良かったから
です。オープンスクールでの雰囲気も
とても良かったです。
　思い出に残っていることは、放課後
に友人と励まし合いながら勉強をした
り、たくさんの先生と話をしたりした
ことが、とても思い出に残っています。
また、様々な経験をしてみることの大

夢に向かって挑戦できる場所
　関根学園での日々は、私にとってかけ
がえのない宝物です。毎日があっという
間に過ぎ、気がつけば卒業式を迎えてい
ました。３年間全力で駆け抜けることが
できたのは、多くの先生の支えがあった
からです。受験期に辛く涙を流していた
時は、担任の先生がいつも寄り添い共に
考えてくれました。また、どんなに忙し
い時でも、私の質問に答え、休日や夜遅

部活も勉強も頑張れる学校
　大学では経済学と英語を中心に学んでい
ます。経済学では世界や日本の経済、ミク
ロ経済を、英語の授業では、外国の先生方
とコミュニケーションをしたりしながら授
業をして、さまざまな分野を学んでいます。
　関根学園は部活動が盛んな高校であり、
僕は小学校からバスケットボールをやって
いたため、部活を頑張りたいと思って関根
学園を選択しました。毎日遅くまで練習を
して、終わってから塾で勉強していました。
また、行事も盛んで、体育祭では団長も務
めました。皆と一致団結して練習から本番

何度も先生方を頼り、多くの相談に乗っ
てもらいました。
　遅い時間まで先生方が勉強を教えてく
ださったり、私の選択を応援してくだ
さったり、関根学園の先生方は生徒一人
一人に対して手厚い指導をしてください
ました。この毎日の積み重ねが自信に繋
がり、勉強に対する意識が高まっていっ
たのだと思います。そのおかげで今この
ように第一志望の大学で勉強できている
し、楽しく過ごすことができています。
関根の先生方は絶対に助けてくれます。
関根学園の先生方のように、一人一人に
寄り添うことができる教師を目指してこ
れからも頑張ります。

には行けなかったけど、クラスごとに分
かれて行った修学旅行も印象に残ってい
ます。学年全員で行けなくてもすごく良
い思い出になりました。
　関根学園は、生徒に対して寄り添って
くれる先生が多かったと思います。勉強
で分からないことがあったら分かるまで
教えてくれたり、受験期の悩みだったり、
いろいろな悩みを親身になって聞いてく
れるという印象が強いです。受験期が高
校３年間で一番しんどかったですが、先
生方のおかげでなんとか乗り切ることが
できました。
　最初は不安も多かったけど、卒業する
時にはこの高校で良かったと思いました。
　大学でしっかりと学び、患者さんの気
持ちに寄り添うことができる看護師にな
ります。

いながら勉強のモチベーションにつなげまし
た。二次試験の前では先生が生徒にそれぞれ
ついて指導してくださりました。特に私の進
学したい学校に合わせて予想問題を自作して
くださったのは本番のような雰囲気で取り組
むことができて本番に向けての力をつけるこ
とができてとても感謝しています。
　現在私は信州大学の人文学部に所属してい
ます。人文学部は二年次に歴史学コースや心
理学コースなどのいくつかのコースに分岐す
る自由度の高い学部です。また、クイズサー
クルに入りずっとやりたかった早押しクイズ
をエンジョイしています。大学ではサークル
や授業などで多くの人と交流する機会がある
ため、とても楽しいです。今楽しめているの
は家族や友達、そして関根学園の先生方のお
かげだと思っています。

切さを学びました。自分から行動しな
ければ会えなかった人と出会ってお話
することで、その人の価値観や考えを
学ぶことができ、自分の視野を広げら
れたと思っています。また、毎日コツ
コツやることの大切さを学びました。
　関根学園は自分の目標に対する計画
を立てて、それに向けて努力ができる
生徒がたくさんいます。また、先生方
もそれを支えてくれるとても素敵な学
校です。これをやりたい！という目標
がある人にとって、関根学園はとても
良い学校だと思います。

くまで勉強ができる環境作りをしてくだ
さいました。本当に感謝してもしきれま
せん。
　現在、私はずっと憧れていた京都で大
好きな歴史を学んでいます。今の私があ
るのも、夢に向かって挑戦させてくれた
関根学園の存在があったからです。ぜひ
皆さんも、関根学園という輝ける場所で、
夢を見つけ応援される人になりません
か。

まで楽しかった思い出があります。誰かが
何かをしてくれるのを待つのではなく、自
分で聞いたり、今やるべきことを考えて行
動したりすることが大事だったので、考え
て行動し、自立することができたと思いま
す。
　関根学園はさまざまな生徒がいて、みん
な活気があるとても楽しい学校だと思いま
す。また、僕は進学コースに在籍していま
したが、その中でも進路のことや勉強のこ
とで先生に相談した時は問題が解決するま
で、ずっと寄り添ってくれるとてもいい先
生が揃っていると感じました。
　関根学園は、部活を頑張りたい人は部活、
勉強を頑張りたい人は勉強、その両方を頑
張りたい人もそれができる環境がそろって
いると思います。文武両道で頑張りたい人
は、ぜひ関根学園で自分のやりたいことに
向かって頑張ってください。

　齊藤　未来 さん
　　　上越市立春日中学校出身
　　 　上越教育大学　学校教育学部
　　　初等教育教員養成課程

　平野　萌香 さん
　　　上越市立城東中学校出身
　　　 京都先端科学大学　看護学部
　　　看護学科

　陸川　晋吾 さん
　　　上越市立中郷中学校出身
　　　 信州大学　人文学部　人文学科

　渡辺　静流 さん
　　　上越市立城北中学校出身
　　　 新潟青陵大学　看護学部
　　　看護学科

　本山　光莉 さん
　　　上越市立城北中学校出身
　　　 佛教大学　歴史学部
　　　歴史文化学科

　穗苅　裕人 さん
　　　上越市立城東中学校出身
　　 　新潟県立大学　国際経済学部
　　　国際経済学科
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国公立大学・短期大学
山形大学	 ２名
上越教育大学	 １名
信州大学	 １名
福島県立医科大学	 １名
前橋工科大学	 １名
長岡造形大学	 １名
新潟県立大学	 １名
新潟県立看護大学	 １名
富山県立大学	 １名
長野県立大学	 １名
静岡県立大学短期大学部	 １名
大月市立大月短期大学	 １名

私立大学
仙台大学	 １名
東北芸術工科大学	 １名
上武大学	 ２名
東京福祉大学	 １名
駿河台大学	 ２名
東都大学	 １名
獨協大学	 １名
国際武道大学	 １名
淑徳大学	 ３名
城西国際大学	 １名
東京情報大学	 ２名
桜美林大学	 １名
国士舘大学	 １名
駒澤大学	 １名
大東文化大学	 ５名
拓殖大学	 １名
玉川大学	 １名
帝京大学	 ３名
東京工芸大学	 ２名
東京電機大学	 １名
東京農業大学	 １名
東洋大学	 ３名
日本大学	 ５名
法政大学	 １名
明治大学	 ２名
明星大学	 １名
神奈川工科大学	 １名
関東学院大学	 ４名
湘南工科大学	 １名
東海大学	 １名
敬和学園大学	 １名
長岡崇徳大学	 ２名
新潟医療福祉大学	 ６名
新潟経営大学	 １名
新潟工科大学	 ２名
新潟産業大学	 １名
新潟青陵大学	 １名
新潟薬科大学	 １名
新潟リハビリテーション大学	 ２名
金沢学院大学	 ７名
金沢工業大学	 ２名

金沢星稜大学	 ３名
金城大学	 １名
福井工業大学	 ２名
佐久大学	 ２名
清泉女学院大学	 ２名
松本大学	 ２名
大谷大学	 ２名
京都看護大学	 ２名
京都光華女子大学	 ３名
京都産業大学	 ４名
京都先端科学大学	 ２名
佛教大学	 ６名
龍谷大学	 ６名
大阪産業大学	 １名
大阪樟蔭女子大学	 １名
近畿大学	 ７名
宝塚大学	 １名
福岡大学	 １名

私立短期大学
埼玉女子短期大学	 １名
神奈川歯科大学短期大学部	 １名
鶴見大学短期大学部	 １名
新潟工業短期大学	 ２名
新潟青陵大学短期大学部	 １名
新潟中央短期大学	 １名
明倫短期大学	 １名
上田女子短期大学	 ２名
大阪芸術大学短期大学部	 １名

専修学校等
アップルスポーツカレッジ	 １名
大原簿記公務員専門学校	 １名
看護リハビリ新潟保健医療専門学校	 １名
クレアヘアモード専門学校	 １名
国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校	 １名
国際こども・福祉カレッジ	 １名
国際ビューティモード専門学校	 ３名
国際ペットワールド専門学校	 １名
三条看護・医療・歯科衛生士専門学校	 ２名
シェフパティシエ専門学校	 １名
上越看護専門学校	 ４名
上越公務員・情報ビジネス専門学校	 ４名
上越テクノスクール	 ３名
長岡こども福祉カレッジ	 ２名
長岡美容専門学校	 １名
新潟医療技術専門学校	 ２名
新潟県農業大学校	 １名
新潟県立十日町看護専門学校	 ２名
新潟公務員法律専門学校	 １名
新潟国際自動車大学校	 １名
新潟こども医療専門学校	 ３名
新潟こども保育カレッジ	 １名
新潟コンピュータ専門学校	 １名
新潟柔整専門学校	 １名
新潟日建工科専門学校	 ４名
新潟農業バイオ専門学校	 １名
新潟ビジネス専門学校	 １名

新潟病院附属看護学校	 ２名
日本アニメ・マンガ専門学校	 ２名
日本こども福祉専門学校	 １名
大宮ビューティーアンドブライダル専門学校	 １名
埼玉自動車大学校	 １名
首都医校	 ２名
東京モード学園	 １名
日本外国語専門学校	 １名
日本工学院専門学校	 ３名
日本美容専門学校	 １名
ベルエポック美容専門学校	 １名
横浜こども専門学校	 １名
横浜リゾート＆スポーツ専門学校	 １名
横浜労災看護専門学校	 １名
大原簿記情報ビジネス医療専門学校	 １名

就職
(株)有沢製作所	 １名
(株)安全	 １名
(株)一小　イチコ	 １名
えちご上越農業協同組合	 １名
大島農機(株)	 １名
(株)柿崎機械	 １名
(株)サトウ産業	 ２名
(株)サトコウ	 ２名
社会福祉法人　松涛会
　特別養護老人ホーム　太陽と緑の家今泉	 １名
(株)上越商会	 １名
信越化学工業(株)　直江津工場	 ４名
(株)信越シリカ	 １名
新光電気工業(株)　新井工場	 ４名
新光電気工業(株)（長野県）	 １名
進工業(株)　糸魚川工場	 １名
太陽シールパック(株)	 １名
田辺工業(株)	 １名
田辺工業(株)　青海支店	 １名
ティー・アール・ワイ(株)　上越営業所	 １名
デンカ(株)　青海工場	 １名
直江津電子工業(株)	 １名
(株)ナルス	 １名
新潟太陽誘電(株)	 ２名
日清医療食品(株)　中部支店	 １名
日本郵便(株)　信越支社	 １名
日立Astemo(株)	 ４名
(株)ブルボン　上越工場	 ２名
HAIRMORE　(有)いちむら	 １名
(有)豊楽	 ２名
北越コーポレーション(株)
　機能材事業本部　長岡工場	 １名
(株)ホテル・アルファーワン上越	 １名
本間道路(株)	 １名
(株)マルエークロス　直江津工場	 １名
(株)ミクロ技術研究所　長岡事業所	 １名
(株)ミタカ	 １名
(株)ヤマダデンキ	 １名

公務員等
自衛官	 ３名

大学
1%

短大

専修学校等

就職

その他

34%

6%

32%

27%

国公立大学・短期大学 大学進学希望者
現役合格率

就職希望者
内定率

13名合格 96% 100%

進路の割合

2021年度の合格・内定状況

兄弟そろって関根学園へ
　私は現在、京都産業大学の現代社会学
部で、社会学をメインに英語や理系・文
系科目問わずに幅広く学ぶことができて
います。
　高校選択の時に、私は関根学園を専願
で受験をしたのですが、その理由は住ん
でいる地元から少し離れたところに進学
したかったというのと、いくつか選択肢
があった中で、元々僕の兄が通っており、
兄から結構雰囲気がいいと勧められたか
らでした。

夢だった看護師を目指して
　私は勉強も部活動も頑張りたいという
思いから関根学園に入学し、とても充実
した３年間を送ることができました。理
解できるまで勉強を教えてくださる先生
や熱く指導してくださるバレーボール部
の顧問の先生をはじめ、関根学園には生
徒一人一人を全力でサポートしてくださ
る先生方がたくさんいます。また、同じ
目標を持つ仲間と出会えたことで、諦め
そうな時もめげずに頑張ることができま
した。辛いことも苦しいことも全て受け

文武両道によって学んだことはたくさん
　私は３年間普通コース、女子バレー
ボール部に所属し、文武両道を頑張りま
した。
　部活動は３年間ほとんど休みがなかっ
たのですが、だからこそずっと同じ仲間
と生活し、仲間への感謝や、団体行動の
難しさや楽しさ、人とのコミュニケー
ションの大切さ、目標のために努力し続
けることなどたくさんのことを学ぶこと
が出来ました。
　就職してみて感じたことは、高校は同

　関根学園では進学コースに在籍しまし
た。３年間クラスの仲間の顔ぶれが変わ
らず、趣味が合う仲間がたくさんいたこ
とでたくさんの思い出が残っています。
３年生の受験直前になると、クラスや仲
間の雰囲気がみんなやる気になり始め
て、休み時間もみんな勉強していました。
だから自分もすごく勉強しやすく、一緒
に受験のことを相談したりすることも楽
しかったです。
　同じような意欲の人が集まっていて、
勉強しやすいし先生もすごく聞きやすい
雰囲気の人が多いと思います。勉強した
い人は、関根学園がいいんじゃないです
か。

とめ、支えてくださった先生と仲間のお
かげで大きく成長できた３年間だったと
思います。
　卒業後は進学し、幼い頃からの夢だっ
た看護師を目指して日々勉強に励んでい
ます。覚えることがたくさんありますが、
大変というよりは楽しさのほうが大きい
です。校内での演習だけでなく、実際に
病院へ行って患者さんと関わる病院実習
も始まるため、ようやく医療従事者とし
ての自覚が芽生えてきました。看護学生
として多くの経験を積み、３年後の国家
試験合格に向けてこれからも頑張ってい
きます。

世代としか関わりがありませんでした
が、職場ではさまざまな世代の人と協力
する必要があります。社会人として身に
着けておかないといけない礼儀や挨拶も
関根学園の学校生活で学んだことの一つ
です。
　４月から研修期間で、様々な職種を経
験できました。そして現在、葬祭の方に
着任し、宗派ごとの必要な仏具を覚える
ことなど、やるべきことが多くあります
が、独り立ちすべく、一生懸命頑張って
います。「ここで葬儀をやってよかった」
といっていただけるようにこれからも頑
張ります！

　山崎　遥介 さん
　　　糸魚川市立青海中学校出身
　　　 京都産業大学　現代社会学部
　　　現代社会学科

　大久保　里莉 さん
　　　糸魚川市立能生中学校出身
　　　 新潟県立十日町看護専門学校
　　　看護学科

　竹内　菜胡 さん
　　　上越市立中郷中学校出身
　　　えちご上越農業協同組合
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単位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

高
１ 現代の国語 言語

文化
地理
総合

歴史
総合

数学
Ⅰ

数学
Ａ

物理
基礎

生物
基礎 体育 保

健
芸術
Ⅰ

英語コミュニ
ケーションⅠ

論理・
表現Ⅰ

家庭
基礎

Ｈ
Ｒ

探
究

高
２

論理
国語

古典
探究

地歴
選択 公共 数学

Ⅱ
数学
B

化学
基礎

理科
選択

文学
国語
or

化学

体育 保
健

英語コミュニケー
ションⅡ

論理・
表現Ⅱ

Ｈ
Ｒ

探
究

高
３

論理
国語

古典
探究 体育 英語コミュニケー

ションⅢ
論理・
表現Ⅲ

情報
Ⅰ

必修
選択Ⅰ

必修
選択Ⅱ

必修
選択Ⅲ

必修
選択Ⅳ

必修
選択Ⅴ

Ｈ
Ｒ

探
究

カリキュラム

カリキュラム
単位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

高
１ 現代の国語 言語

文化
地理
総合

歴史
総合

数学
Ⅰ

数学
Ａ

物理
基礎

生物
基礎 体育 保健 芸術

Ⅰ

英語
コミュニケー

ションⅠ

論理・
表現Ⅰ

家庭
基礎 ＨＲ 探究

高
２

論理
国語

文学
国語

古典
探究

地理
探究 公共 数学

Ⅱ
総合
数学

化学
基礎

地学
基礎 体育 保健 英語コミュニケー

ションⅡ
情報
Ⅰ

情報
処理 ＨＲ 探究

高
３

論理
国語

文学
国語

古典
探究

日本史
探究

政治
経済

数学
Ⅱ

数学
B

理科
探究 体育 英語コミュニケー

ションⅢ
総合
英語 教養 必修

選択 ＨＲ 探究

高１
選択科目

高３
必修選択科目

音楽Ⅰ
美術Ⅰ
書道Ⅰ

スポーツⅠ　　フードデザイン
簿記　　美術Ⅱ　　書道Ⅱ

確かな学力確かな学力
文武両道

S t r o n g  a c a d e m i c  a b i l i t y .

「勉強も、部活動も頑張りたい！」部活動に打ち込みながら、進
学に向けた学習にもしっかり取り組みます。限りある高校生活３
年間を最大限に使ってほしい・・・教師総出のサポート体制を作っ
ています。

学科試験が中心の「一般選抜」、受験生の表現能力や意欲等が問
われる「総合型選抜」、高校での学習成果が問われる「学校推薦
型選抜」。様々な大学入試制度に対応できる準備をし、来るべき
受験に備えます。

勉強と部活動の両立ができます あらゆる受験に対応したサポート

course
index 02

進学コース

大 学 、 短 大 、 看 護 医 療 系 専 修 学 校 へ の 進 学 を 目 指 す

可能性を

現実へ
G r a b  a  c h a n c e  a n d  m a k e  y o u r  o w n  f u t u r e .

“ 基礎 ” は物事の土台であり、“ 基本 ” は物事の軸です。普通コー
スの授業では、“ 基礎 ”“ 基本 ” の学習を大切にします。中学校の
学習内容の学び直しも含めて、高校３年間で確かな力を身につけ
ます。普通科の高校だからこそ、可能性を広げるための大きな土
台を作ります。

「将来、どんな生き方をしたいのか？」そんな悩みを一緒に考え
ていきます。大学＆企業見学、インターンシップなどのプログラ
ムを通じて、就職や進学、あらゆる可能性の中から自分が進むべ
き道を見つけ、それを実現できるようにサポートします。

基礎的・基本的な学習を大切にする キャリアをデザインする

course
index 01

普通コース

可 能 性 を 拓 く た め 、 基 礎 ・ 基 本 を 積 み 上 げ る

高１
選択科目

高２ 高３

地歴選択 理科選択 必修選択Ⅰ 必修選択Ⅱ 必修選択Ⅲ 必修選択Ⅳ 必修選択Ⅴ

音楽Ⅰ
美術Ⅰ
書道Ⅰ

地理探究
日本史探究
世界史探究

物理
生物

地学基礎

 地理探究　　発展数学Ⅱ
 日本史探究　音楽Ⅱ
 世界史探究　美術Ⅱ
 英語演習　　書道Ⅱ

物理
生物

理科演習

＜文系＞
　発展数学Ⅰ / 古典探究
＜理系＞
　数学Ⅲ / 数学C

文学国語
化学

倫理
政治・経済
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特進コースでは、東京の専門学校「神田外語学院国際
ビジネスキャリア科（IBC）」との協働学習に取り組ん
でいます。IBCの学生らとオンラインで交流をはかり
ながら、東京と上越、それぞれの街でフィールドワー
クを行い、新しいモノの見方や価値観に気づくこと、
また「他者と協働する」ことの重要性を学んでいます。
この協働学習の成果は、「探究活動成果発表会」とし
て発表、報告します。

単位 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

高
１ 現代の国語 言語

文化
地理
総合

歴史
総合

数学
Ⅰ

数学
Ⅱ

数学
Ａ

物理
基礎

生物
基礎 体育 保

健
芸術
Ⅰ

英語コミュニ
ケーションⅠ

論理・
表現Ⅰ

家庭
基礎

Ｈ
Ｒ

探
究

高
２

論理
国語

古典
探究

地歴
選択 公共 数学Ⅱ 数学

B
数学
C

化学
基礎

理科
選択

文学
国語
or

化学

体育 保
健

英語コミュニケー
ションⅡ

論理・
表現Ⅱ

Ｈ
Ｒ

探
究

高
３

論理
国語

古典
探究 体育 英語コミュニケー

ションⅢ
論理・
表現Ⅲ

英語
演習

情報
Ⅰ

必修
選択Ⅰ

必修
選択Ⅱ

必修
選択Ⅲ

必修
選択Ⅳ

必修
選択Ⅴ

Ｈ
Ｒ

探
究

カリキュラム

神田外語学院との協働学習

１年以上の海外留学経験や海外勤務経験があったり、
現在海外企業と関わる職業についていたりする卒業生
に集まってもらい、特進コースの生徒に向けてその経
験を伝えてもらう「関根キャリアトーク」を実施しま
す。世界を直接見てきた先輩たちの話を聞き、対話す
ることで生徒の視野を広げ、関根学園卒業後の学びや
キャリア形成につなげます。

関根キャリアトーク

特進コースではシンガポール修学旅行を行っていま
す。シンガポールは国土が東京都の約３分の１、天然
資源も乏しい国ではありますが、イギリスからの独立
後約60年で世界有数の経済大国となっています。修
学旅行では、市内観光のほか、シンガポール国立大学
訪問、シンガポールの日系企業訪問などを行います。
この修学旅行を通して、生徒たちは、上越、新潟、そ
して日本を外からの視点で見つめ直します。

シンガポール修学旅行ハイレベルな
学習内容 
難 関 大 学 入 試 を 突 破 す る 学 力 を 身 に つ け る

週 34 時間の通常授業に加え、隔週で土曜授業を行います。
国公立大学や難関私立大学の入試に対応できるカリキュラム
と徹底した指導で、“ 合格できる学力”、“ 進学後に困らない
学力 ” を身につけます。

特進コースはグローバルな視野を獲得することも目標として
います。シンガポール修学旅行とそれに向けての様々なプロ
グラムの中で、世界的な視野で物事をとらえる力を養います。
英語教育にも力を入れており、カリキュラムの中でも多くの
時間を割いています。

目標を見据えたカリキュラム 世界に目を向ける

course
index03

特進コース

S o p h i s t i c a t e d  l e a r n i n g  c o n t e n t s .

近藤　優さん　（楽天グループ株式会社　平成22年度卒業生）

高１
選択科目

高２ 高３

地歴選択 理科選択 必修選択Ⅰ 必修選択Ⅱ 必修選択Ⅲ 必修選択Ⅳ 必修選択Ⅴ

音楽Ⅰ
美術Ⅰ
書道Ⅰ

地理探究
日本史探究
世界史探究

物理
生物

地学基礎

 地理探究　　発展数学Ⅱ
 日本史探究　音楽Ⅱ
 世界史探究　美術Ⅱ
　　　　　　 書道Ⅱ

物理
生物

理科演習

＜文系＞
　発展数学Ⅰ / 古典探究
＜理系＞
　数学Ⅲ / 数学C

文学国語
化学

倫理
政治・経済
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SCHOOL EVENT @sekinegakuen_official

4月
▪入学式/始業式
▪部活動紹介
▪新入生歓迎会
5月
▪遠足
▪中間考査
▪生徒総会
▪部活動壮行会

6月
▪体育祭
▪期末考査
7月
▪部活動壮行会
▪スポーツ大会
▪終業式

11月
▪期末考査
12月
▪修学旅行（2年）
▪生徒会役員選挙
▪終業式

EVENT

１ 学 期
8月
▪夏季進学講座
▪始業式
9月
▪中間考査
10月
▪北辰祭

EVENT

２ 学 期
3月
▪卒業式
▪スポーツ大会
▪終業式

1月
▪始業式
▪生徒総会
▪期末考査（3年）
▪スキー授業（1年）
2月
▪期末考査（1・2年）

EVENT

３ 学 期

SCHOOL
UNIFORM

阿部 凱成 さん

（上越市立城西中学校出身）
杉原 絢香 さん

（上越市立大潟町中学校出身）
西澤 夏希 さん

（上越教育大学附属中学校出身）

岩崎 あかり さん

（上越市立城西中学校出身）

川尻 菜智 さん

（上越市立頸城中学校出身）
綿貫 颯人 さん

（上越市立城東中学校出身）
登坂 蓮斗 さん

（柏崎市立鏡が沖中学校出身）
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CLUB ACTIVITIES

活動実績
平成26年度　　全国高校野球選手権新潟大会 準優勝
平成30年度　　春季北信越地区高校野球新潟県大会 準優勝
令和２年度　　秋季北信越地区高校野球新潟県大会 第３位
令和３年度　　春季北信越地区高校野球新潟県大会 準優勝

活動実績
平成26年度　　全国高校駅伝競走大会　男子 出場
令和３年度　　新潟県高校駅伝競走大会　男子 ４位

「凡事徹底」を旗印に、上越地区からの甲子園出場を使命として日々全力で
ひたむきに練習に励んでいます。勉強も掃除もどんなことも、すべては勝つ
ために目的を持って取り組んでいます。野球だけをしていても勝つことはで
きない。差が出るとしたら日々日頃の生活と人間力。本部活動の最大の目的
は社会に出て通用する人間になることです。高校球児にとって「甲子園」は
特別な存在。今しかできない経験を、私たちと一緒にかなえましょう。

陸上競技部は、「トラック競技」「駅伝競走」と多岐にわたって活動していま
す。１年間のスパンを区切りながらも計画的に目標を立てて、段階的・継続
的に日々の練習に取り組んでいます。その中での最大の目標として、個人（ト
ラック競技）としてはインターハイへの出場。チーム（駅伝競走）としては

『もう一度、都大路へ』を合言葉に、自分自身・チームと向き合いながら活
動しています。

活動実績
令和３年度　　新潟県総合体育大会 ベスト８
　　　　　　　ウィンターカップ新潟県予選 ベスト16
令和４年度　　春季上越・佐渡地区大会 第３位

女子バスケットボール部は、リバウンド、ルーズボールなどの地道なプレー
を大切にしながら、日頃から声を出し活気のあるチームを目指しています。
令和３年度は創部４年ながら、県ベスト８の目標を達成することができまし
た。日々の練習に全力で取り組み、さらに上を目指していきたいと思います。
先輩・後輩とても仲が良く楽しい部活です。私たちと一緒に伝統を作ってい
きませんか。

　SPORTS　運動部　　　　　　　　　　　　			CULTURE　文化部　　　　				　INTEREST　同好会

活動実績
令和２年度　　全日本高校選手権新潟県予選 ベスト4
令和３年度　　新潟県総合体育大会 ベスト8
令和４年度　　新潟県総合体育大会 ベスト4　北信越大会出場

全国大会出場を目標に、日々練習に取り組んでいます。練習量は多いですが、
その分とても達成感があり、学年の壁がなく仲の良い部活です。また、周り
の人たちから応援されるチーム作りをモットーに、日々の私生活から意識し
て取り組んでいます。バレーボール経験者の方だけでなく、未経験者の方も
大歓迎です。一緒に全国大会を目指して頑張りましょう。

活動実績
令和３年度　　県高校春季スキー大会　　　　　　 男女総合優勝
　　　　　　　全国高校総体（インターハイ）　男子回転 優勝・７位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  男子大回転 10位
　　　　　　　国民体育大会冬季大会スキー競技会　少年男子大回転 ３位・４位

スキー部は「人間力向上」を目的とし、日々の練習に取り組んでいます。そ
の中で、個人の目標達成に向け本校特有の練習環境を最大限に活かしたト
レーニングを行っています。全国でも高い競技レベルの中で、お互いに切磋
琢磨し合いながら全国優勝を目指し、世界レベルを意識して活動しています。

活動実績
平成29年度　　新潟県総合体育大会 ベスト４　北信越大会出場
令和２年度　　ウィンターカップ新潟県予選 ベスト８
令和３年度　　新潟県総合体育大会 ベスト８

男子バスケットボール部は県ベスト４以上を目指し、日々質の高い練習の中
で切磋琢磨して高め合っています。私達は、華麗にプレーするだけでなく、
何事にも粘り強く最後まで本気でチャレンジすることも大切にしています。
練習ではきついこともあるかもしれませんが、それを乗り越えたときに得ら
れるものがたくさんあります。中学生の皆さん、私たちと一緒に目標の実現
のために共に頑張りましょう。

陸 上 競 技 部

ス キ ー 部

硬 式 野 球 部

バスケットボール部（男子）

バスケットボール部（女子）

バレーボール部（男子）

　　陸上競技部
　　スキー部
　　硬式野球部
　　サッカー部
　　バスケットボール部
　　バレーボール部
　　バドミントン部

　　ソフトテニス部
　　卓球部
　　柔道部
　　剣道部
　　空手道部
　　水泳部
　　体操部

　　吹奏楽部
　　美術部
　　書道部
　　茶道部
　　食物部
　　パソコン部
　　インターアクト部

　　囲碁・将棋
　　軽音楽
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活動実績
令和元年度　　全日本高校選手権新潟県予選 準優勝
　　　　　　　新潟県高校1,2年生大会 準優勝
令和２年度　　全日本高校選手権新潟県予選 第３位
令和３年度　　新潟県総合体育大会 第３位　北信越大会出場
　　　　　　　全日本高校選手権新潟県予選 第３位
令和４年度　　新潟県総合体育大会 ベスト８

女子バレーボール部は、県大会制覇を目標とし、日々練習しています。日々
の練習の中で、時にはぶつかり合うこともありますが仲が良く、どの部活よ
りも楽しくやりがいのある部活動です。自分たちの考えたバレーボールがで
きるように、声を掛け合い真剣に取り組んでいます。ぜひ私たちと一緒に県
大会制覇を目指してバレーボールをしましょう。

活動実績
令和３年度　　Summerコンサート
　　　　　　　X’masコンサート
　　　　　　　新潟県アンサンブルコンテスト 銀賞

吹奏楽部は、コンサートを行ったり、アンサンブルコンテストに出場す
るために、日々、積極的に練習に取り組んでいます。先輩後輩関係なく、
自分の意見をしっかり言うことができるとても良い部活動です。楽器の
経験がなくても大丈夫です。ぜひ、私たちと一緒に楽しい部活動を作り
ませんか？

バレーボール部（女子）

活動実績
令和３年度　全国高校総体（インターハイ）　女子団体 決勝進出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 男子個人 決勝進出
令和４年度　北信越大会　　　　　　　　　 男女団体 第２位
　　　　　　全国高校総体（インターハイ） 出場

インターハイで「決勝進出」そして「入賞」を目標に日々の厳しい練習に励
んでいます。また、「応援される選手・チーム」であるために、常に礼儀や
日常生活での行動に責任をもって過ごしています。県外から来ている選手も
います。それぞれが自分のために、チームのためにより良い結果が残せるよ
うに頑張っています。

吹  奏  楽  部

体　操　部
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（参考）支援の対象になる世帯の年収目安

両親のうち一方が
働いている場合

子２人（高校生・中学生以下）
扶養控除対象者が１人の場合

〜約590万円 〜約910万円

子２人（高校生・高校生）
扶養控除対象者が２人の場合

〜約640万円 〜約950万円

子２人（大学生・高校生）
扶養控除対象者が１人、特定扶養控除対象者が１人の場合

〜約650万円 〜約960万円

両親共働きの場合

子２人（高校生・中学生以下）
扶養控除対象者が１人の場合

〜約660万円 〜約1,030万円

子２人（高校生・高校生）
扶養控除対象者が２人の場合

〜約720万円 〜約1,070万円

子２人（大学生・高校生）
扶養控除対象者が１人、特定扶養控除対象者が１人の場合

〜約740万円 〜約1,090万円

支援金額 36万3,000円の支給 11万8,800円の支給

MONETARY
SUPPORT

- 就学支援金制度 -

2020 年 4 月から高等学校等就学支援金 （返還不要の授業料支援） の制度改正に

より、 私立高校への学費補助の制度が拡充し、 多くのご家庭で学費が実質無償化と

なりました。 関根学園でも、 授業料が実質無償化となっているご家庭が多くあります。

　

関根学園高校の場合 
36 万 3,000 円

引き上げ後の支援額

11 万 8,800 円

関根学園に授業料の心配なく、
　　さらに通いやすくなりました。

270万円 350万円

29万 7,000 円

23万 7,600 円

17万 8,200 円

590 万円 910 万円

支援額

世帯年収の目安

年収約 590 万円未満 （＊） 世帯は

授業料が実質無償化されます！

　＊　両親 ・ 高校生 ・ 中学生の 4 人家族で、

　　　　両親の一方が働いている場合の目安

　　　　（家族構成別の年収目安は下表参照）

以前の支援額

【対象となる方の判定基準について】
計算式：  市町村民税の課税標準額  ×  ６％  ー  市町村民税の調整控除の額
上
（両親２人分の合計額）
記による算出額　　 ＜ 15万4,500円 ⇒ 支給額：36万3,000円
　　　　　　　　　　 ＜ 30万4,200円 ⇒ 支給額：11万8,800円

Ⅰ　授業改革と進学実績の向上
　新入生全員にiPadを貸与。全教室、体育館にWi-Fi環境を整備し、生徒が主
体的に学びながら創造性を育むことができる授業を目指します。特進コース
では国公立大学、難関私立大学に特化し、進学実績の向上を図ります。

Ⅱ　部活動のさらなる充実
　『目標に向かってまっすぐおもいっきり』をスローガンに、運動部・文化部
のさらなる充実を図ります。“世界の舞台” “プロの舞台”で活躍できる人材を育
成します。

Ⅲ　地域との連携、地域への奉仕活動
　積極的に情報発信を行い、地域と連携しての奉仕活動を積極的に行います。
関根学園の物的施設や人的資源を活用し、地域の方々へ貢献します。

Ⅳ　国際交流
　世界で輝くことができる人を育てるため、グローバル教育の推進に力を入
れます。交換留学生の交流を進め、生徒の海外研修を行います。

理事長　渡邉　隆 校長　鈴木 重行

― 関根学園の取り組み ―

創設者　関根 萬司 先生

1909
「私立女子技芸専修学校」

として開学

関根萬司先生、初代校長として就任

1930
高田高等裁縫女学校と改称

以降、高田高等実業女学校
高田女子実業高等学校と改称

1962

男子部を設置、
高田北辰高等学校と改称

1971

男子部を高田北辰高等学校
女子部を高田中央女子高等学校

と改称

1978

高田北辰高等学校と
高田中央女子高等学校を統合し
関根学園高等学校と改称

2010

創立100周年記念式典
校舎改築工事完成

2018

創立110周年記念
第２体育館かがやき竣工

1959

高田女子実業高等学校
普通科設置
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関根学園高等学校
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https://www.sekinegakuen.com

Grab a chance
and make your
own future.

題字　本山光莉さん（令和３年度卒業生）


