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建 学 の 精 神

輝いて生きる

　地域に密着した高校として、

　　　　地域住民に信頼される人、

　　　　　　　　　　礼儀正しい人、

　　　　　　　　　　　輝いて生きる人を育てる学校

【重点目標】
Ⅰ　授業改革と進学実績の向上
　全普通教室設置の電子黒板を利用して、アクティ
ブ・ラーニングを取り入れ、各種進学講座を十分に
活用し、国公立大学・難関私立大学への合格を目指
します。

Ⅱ　部活動の更なる充実
　『目標に向かってまっすぐおもいっきり』をスロー
ガンに、創立110周年を機に運動部・文化部の更な
る充実を図ります。

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、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
　世界で輝ける人を育てるため、グローバル教育の
推進に力を入れます。交換留学生との交流を進め、
生徒のシンガポール海外研修を行います。

理事長　渡邉　隆 校長　鈴木 重行
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「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
高田女子実業高等学校

普通科設置

創立100周年記念式典
校舎改築工事完成

創立110周年記念
第２体育館かがやき竣工

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

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

男子部を設置、
高田北辰高等学校と改称

NEXT

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

創設者　関根 萬司 先生
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１年　北島 結子さん ／ 上越市立安塚中学校出身 １年　大久保 輝さん ／ 妙高市立妙高中学校出身 ２年　佐藤 百華さん ／ 上越市立城北中学校出身 ２年　井口 拓海さん ／ 上越市立城北中学校出身 ３年　渡辺 瑞規さん ／ 上越教育大学附属中学校出身 ３年　笹川 息吹さん ／ 上越市立城東中学校出身

年目の関根学園111
　国公立・難関私立大学に対応できる学力を身につけるコースです。 　多国籍民族国家であるシンガポールで国際感覚を身につけ、幅広い視野と見識を養います。

特進コースの新設 シンガポールへ海外研修

「学び合い」 自ら学び、深める ALT と 英会話 英語力のスキルアップ

「電子黒板」の導入 よりわかる「授業」へ

交換留学 海外で国際感覚を養う留学生との交流 多様な考え方の理解
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進学も部活動も充実！

普通コース
それぞれの進路希望（大学・短期大学・専修学校・就職）に向けて、
基礎学力の定着をはかるコースです。

四年制大学、短期大学、看護・医療系等専修学校に対応できる学力を
つけるコースです。

めざせ国公立・私立大学！

進学コース

３年

大滝 寿々香 さん / 上越市立直江津中学校出身

２年

小玉 俊介 さん / 上越市立城東中学校出身樋口 大樹 さん / 上越市立城西中学校出身
３年

鴨井 満咲 さん / 妙高市立新井中学校出身
２年

自立した看護師になる☺ 最後まで徹する音で人に力と感動を たくさんの言語を話せる人になる！
　私は、自立した看護師になりたいと思っています。
そのために部活や日常生活の中でも指示されるまえか
ら１つ・２つ先のことを考えて行動することを心がけ
ています。夢を叶えるためにも、部活と勉強のメリハ
リを大切にしながら、両立するために頑張っていきま
す。

　僕は、バスケットボール部に所属しています。高校
入学をきっかけにバスケットボールを始めました。最
初のころはついていくだけでも大変でした。
　いまは1つ1つのプレーをしっかり考えて、自分の
やるべきことを最後まで徹底することを意識して頑
張っています。

　私は空手道部に入部し、技術体力はもちろんですが、
様々な人に対する礼儀・作法を学びました。見えない
ところで支えてくださる方々に対して、感謝すること
の大切さを感じました。
　将来は音響関係の仕事に就き、目に見えない形のな
いものを作ることで、勇気や感動を与えられるような
人になりたいと思っています。

　私は将来、通訳になって、日本と様々な国の人を結
び付けられるような人になりたいと思っています。英
語だけでなく、様々な言語を学びたいと思っています。
色々な言語に挑戦しながら、より多くの人と関わって
いきたいと思っています！
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4
Apr.

入学式／始業式
部活動紹介
新入生歓迎会 10

Oct.

北辰祭
芸術鑑賞 11

Nov.

期末考査 12
Dec.

修学旅行（２年）
生徒会三役選挙
終業式 3

Mar.

卒業式
スポーツ大会
終業式2

Feb.

期末考査
（１・２年）
レルヒ祭参加1

Jan.

始業式
生徒総会
期末考査（３年）
スキー授業（1年）

5
May

遠足
中間考査
生徒総会
部活動壮行会

6
Jun.

体育祭
期末考査 7

Jul.

部活動壮行会
スポーツ大会
終業式 8

Aug.

夏季進学講座
始業式 9

Sep.

中間考査

毎日の積み重ねが大きな自信になります。
１日１日を大切に過ごそう！

北辰祭 修学旅行部活動壮行会

ONE DAY

SEK INE  GAKUEN SCHOOL L IFE   　

ONE YEAR 仲間と共に過ごす、三年間。
高校生活を彩るイベントが盛りだくさん！

登校

入学式

新入生歓迎会

体育祭 卒業式

スキー授業

浦項市の学生と国際交流

スポーツ大会

午前の授業 お昼  休み 午後の授業 放課後
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今できること おもいっきり

関根の部活動 この場所で自分を鍛えよう
目標に向かってまっすぐおもいっきり！
部活動で夢中になって過ごした時間はあなたをきっと成長させてくれるはず！

運動部 Sports 文化部 Culture 同好会  Interest

野球
陸上競技
スキー
バスケットボール
バレーボール
サッカー
ソフトテニス

吹奏楽
美術
書道
食物
茶道

囲碁・将棋
軽音楽

バドミントン
体操
空手道
剣道
卓球
柔道
水泳

パソコン
インターアクト

サッカー部 ソフトテニス部 バドミントン部 剣道部 吹奏楽部 美術部 書道部空手道部

スキー部
２年　峰村 岳臣さん ／ 妙高市立妙高高原中学校出身

バスケットボール部
２年　松縄 由衣さん ／ 上越市立直江津東中学校出身

バレーボール部
２年　樋浦 雅哉さん ／ 妙高市立妙高中学校出身

野球部
２年　堀江 結夏子さん ／ 糸魚川市立糸魚川中学校出身

サッカー部
１年　井澤 颯さん ／ 上越市立頸城中学校出身

吹奏楽部
１年　宮下 来恵さん ／ 上越市立板倉中学校出身

陸上競技部野球部 スキー部 体操部 バスケットボール部 バレーボール部

•••　活躍しています！ 関根の部活動　•••
体操部、空手道部  インターハイ出場
陸上競技部、体操部（器械体操、新体操）、空手道部、 
バレーボール部（女子）、水泳部  北信越大会出場

２０１9年度

体操部、スキー部  インターハイ出場
野球部、陸上競技部、体操部、空手道部、柔道部、水泳部  北信越大会出場

２０１８年度

スキー部、体操部、空手道部  インターハイ出場
陸上競技部駅伝  県大会準優勝

２０１６年度

スキー部、体操部、空手道部 インターハイ出場
陸上競技部、体操部（男女）、バスケットボール部（男子）、
バレーボール部（女子）、空手道部  北信越大会出場
野球部  春季北信越大会出場
美術部 第47回上越市美術展覧会 新潟日報美術振興賞　受賞

２０１７年度

他 各種大会で好成績を記録！　全国・北信越・県大会出場等各部活動が活躍中！

第２体育館「かがやき」

写真提供：新潟日報社
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2018年度
卒業生
進路割合

進学
64%

大学・短大
34%

専修学校等
30%

公務員
2%

県内企業
30%

県外企業
4%

就職
36%

目標の未来へ旅立とう

関根の進路 輝く未来を関根で創る
高校３年間の主な進路指導 ２０１８年度の合格実績
一人ひとりの目標を実現するため、１年次から進路選びを強力にサポートします。 夢の実現に向け、徹底サポート！　進学指導サポーターや、就職支援サポーターによる充実した進路指導を行います。

１年次 ２年次 ３年次
４月　●進路指導講話
　　　●第１回実力診断テスト
５月　●［１学期中間考査］
６月　●［１学期期末考査］
７月　●マイナビ進学フェスタ
９月　●第２回実力診断テスト
　　　●［２学期中間考査］
10月　●大学・企業バス見学会
11月　●［２学期期末考査］
１月　●第３回実力診断テスト
２月　●［３学期期末考査］
３月　●卒業生講話

４月　●オープンキャンパス参加準備説明会
　　　●第１回実力診断テスト
５月　●［１学期中間考査］
６月　●［１学期期末考査］
７月　●マイナビ進学フェスタ
　　　●保護者対象進路説明会
９月　●第２回実力診断テスト
　　　●［２学期中間考査］
11月　●［２学期期末考査］
12月　●大学講師による模擬授業
１月　●第３回実力診断テスト
２月　●［３学期期末考査］
３月　●三者面談
　　　●卒業生講話
　　　●就職準備セミナー

【 国公立大学 】
新潟大学  2名
長岡造形大学  1名

【 私立大学 】
早稲田大学  1名
中央大学  1名
東洋大学  2名
専修大学  2名
大東文化大学  3名
東海大学  1名
亜細亜大学  2名
札幌大学  3名
石巻専修大学  1名
群馬医療福祉大学  1名
上武大学  2名
浦和大学  1名
埼玉工業大学  2名
駿河台大学  3名
城西大学  1名
東京国際大学  1名
国際武道大学  1名
三育学院大学  1名
城西国際大学  2名
東京情報大学  1名
麗澤大学  3名
玉川大学  1名
帝京科学大学  1名
東京家政学院大学  1名
東京福祉大学  2名
日本体育大学  1名
関東学院大学  3名
関東学園大学  1名
神奈川工科大学  1名
神奈川大学  1名
相模女子大学  2名
長岡大学  1名
新潟食料農業大学  1名
新潟薬科大学  1名
金沢学院大学  5名
北陸大学  1名
健康科学大学  1名
山梨学院大学  2名

佐久大学  1名
清泉女学院大学  1名
岐阜協立大学  1名
静岡産業大学  1名
帝塚山大学  1名
奈良大学  2名

【 公立短期大学 】
会津大学短期大学部  1名
大月短期大学  1名

【 私立短期大学 】
新潟青陵大学短期大学部  1名
上田女子短期大学  2名
共立女子短期大学  1名
淑徳大学短期大学部  1名
実践女子大学短期大学部  1名
聖徳大学短期大学部  1名
帝京短期大学  1名

【 公共職業能力開発施設 】
上越テクノスクール  1名

【 専修学校等（県外） 】
高崎動物専門学校  1名
中央自動車大学校  1名
横浜医療秘書歯科助手専門学校  1名
神田外語学院  1名
東京ビューティー＆ブライダル専門学校  1名
東京観光専門学校  1名
東京歯科衛生専門学校  1名
東京電子専門学校  1名
東京放送芸術＆映画俳優専門学校  1名
バンタンデザイン研究所  1名
大原スポーツ公務員専門学校  1名
大阪ビューティーアート専門学校  1名

【 専修学校等（県内） 】
クレアヘアモード専門学校  1名
国際映像メディア専門学校  1名
国際トータルファッション専門学校  1名
国際ビューティモード専門学校 1名
国際ペットワールド専門学校  1名
国際メディカル専門学校  1名
国際調理製菓専門学校  1名

上越看護専門学校  2名
上越公務員・情報ビジネス専門学校  4名
新潟こども医療専門学校  1名
新潟医療福祉カレッジ  1名
新潟会計ビジネス専門学校  1名
新潟工科専門学校  1名
新潟情報専門学校  1名
新潟調理師専門学校  2名
新潟日建工科専門学校  1名
新潟美容専門学校ジャパン・ビューティ・アカデミー  2名
新潟理容美容専門学校  1名
大原簿記公務員専門学校新潟校  4名
長岡こども福祉カレッジ  4名
日本自然環境専門学校  1名
北里大学保健衛生専門学院  2名

４月　●学校別進学相談会
　　　●第１回実力診断テスト
　　　●保護者対象進路説明会
５月　●［１学期中間考査］
　　　●一般職業適性検査
　　　●公務員試験対策講座（〜８月）
６月　●志望理由書作成説明会
　　　●小論文説明会
　　　●［１学期期末考査］
７月　●応募前企業説明会
８月　●応募前職場見学
　　　●就職模擬面接
９月　●第２回実力診断テスト
　　　●就職試験
　　　●センター試験出願説明会
　　　●［２学期中間考査］
11月　●［２学期期末考査］
12月　●特別編成授業（〜１月）
１月　●大学入試センター試験
　　　●［３学期期末考査］
　　　●私大一般入試（〜３月）
２月　●国公立大前期日程試験
３月　●国公立大後期日程試験

進学

就職
【 公務員 】
税務職員（関東信越国税局）  　1名
警察官（新潟県）  　1名
糸魚川市職員（消防官）  　1名
上越市職員（一般行政）  　1名
自衛官  　2名

【 県内企業 】
Ｊマテ・カッパープロダクツ　株式会社 　1名
miq Hair＆Make up  　1名
シリウスグループ（株式会社　シリウス） 　1名
岡田土建工業　株式会社  　1名
株式会社　MARUWA直江津工場 　3名

株式会社　エヌエスアイ  　1名
株式会社　サトウ産業  　1名
株式会社　ビップ  　1名
株式会社　ホテルセンチュリーイカヤ 　1名
株式会社　リボーン  　1名
株式会社　新井コロナ  　2名
株式会社　肉のたなべ  　1名
株式会社　アルゴス  　1名
株式会社　ブルボン　上越工場 　2名
株式会社　ホクテツ  　1名
株式会社　ミヤトウ野草研究所 　3名
丸一繊維　株式会社　糸魚川工場 　1名
共栄電工　株式会社　高田工場 　2名
佐川急便　株式会社  　1名
上越マテリアル　株式会社  　2名
信越化学工業　株式会社　直江津工場 　4名
新潟太陽誘電　株式会社  　7名
新光電気工業　株式会社　新井工場 　4名
曹栄産業　有限会社  　1名
大島農機　株式会社  　2名
直江津産業　株式会社  　2名
直江津電子工業　株式会社  　6名
日本曹達　株式会社　二本木工場 　2名
有限会社　笹川メタルワーク 　1名
有限会社　小山工業  　1名
有限会社　太盛  　1名

【 県外企業 】
一般財団法人　航空保安事業センター（東京都） 　1名
アイシン新和　株式会社（富山県） 　1名

１年　陸川 晋吾さん ／ 上越市立中郷中学校出身 １年　平野 萌香さん ／ 上越市立城東中学校出身 ２年　高橋 瑛馬さん ／ 上越市立春日中学校出身 ２年　山川 真奈さん ／ 上越市立大潟町中学校出身 ３年　山崎 秀太さん ／ 糸魚川市立青海中学校出身 ３年　瓶子 未羽さん ／ 上越市立雄志中学校出身

資格・検定に挑戦できます！
危険物取扱者資格
福祉住環境コーディネーター
実用英語技能検定

実用数学技能検定
漢字能力検定
日本語検定

硬筆・毛筆書写技能検定
ニュース時事能力検定
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卒 業 生 紹 介

輝いて生きる卒業生
高校時代の輝き

自分が挑戦したいことを
やりたいように出来る

　新潟大学では専門分野の知識だけでな
く、幅広い分野の知識を学ぶことが出来
ます。今は専門分野を学ぶための基礎知
識と、幅広い分野の知識を学んでいます。
また、一年のうちから研究室に行き活動
することが出来ます。そこで実際に友達
や先輩方と活動したことで、より様々な
分野に興味を持つことが出来ました。
　将来の社会に必要な人材になるための
知識を、幅広く学ぶことが今はとても楽
しいです。今こうして学ぶことが出来る
のは、関根学園の経験、家族の支え、そ
して関根学園の先生方の教えがあったか
らだと感じています。

たくさんいます。自分が挑戦した
いことをやりたいように出来る環
境があり、それに向けて一緒に考
え、支えてくれる先生方が沢山い
ます。関根学園だからこそ出来る
ことが沢山ありました。

渡邉 晃大 さん（上越教育大学附属中学校出身）
新潟大学　工学部　工学科へ進学

今の輝き
　私は今、看護師になるために勉強して
います。想像より辛く、苦しいのが現実
です。しかし、私はいつか日本を出たい
という気持ちを持っているので、常に卒
業後の自分を想像し、何をするべきなの
かも考えながら日々を送っています。自
分の将来のために、今勉強を頑張ってい
ます。さらに、翔風祭実行委員会という
学友会に所属し、10月に行われる学園
祭を盛り上げるために頑張っています！

金子 菜々佳 さん（上越教育大学附属中学校出身）
東京情報大学　看護学部　看護学科へ進学

今の輝き

　私は、アルペンスキーの他にも夢があ
り、将来地元糸魚川市の魅力を活かした
企業を立ち上げたいと考えています。そ
のため、マネジメントとはどのような事
なのか知りたく思い、中央大学商学部に
入学しました。大学の勉強についていく
ことはとても大変ですが、関根学園で
日々行ってきた勉強が活かせています。

伊藤 匠 さん（糸魚川市立糸魚川中学校出身）
中央大学　商学部　会計学科へ進学

今の輝き
　私は現在上越市役所の職員として仕事
をしています。私は主に事務的な業務と
窓口での業務を行っています。事務的な
業務では、書類に間違いがないか確認す
る事、窓口の業務では市民の方々が何を
求めているのか何をしたいのかという事
を考えて対応することを意識して業務を
行っています。実際に市役所に入って仕
事をしてみると、色々な種類の仕事があ
るのだということに気づかされました。
今はその仕事のひとつひとつが間違いな
くできるように日々努力しています。

佐藤 良亮 さん（上越市立城北中学校出身）
上越市役所へ就職

今の輝き

　スキーを通して、スポーツ自体に興味
を抱くようになりました。アスリートの
動作分析など、より深く専門的な分野で
の勉強がしたいと考え、早稲田大学ス
ポーツ科学部に進学しました。大学では
トレーニングに勉強にと、とても忙しい
ですが、この大学はスキー以外のスポー
ツ選手やトレーナーを目指している日本
のトップレベルの学生が多く在学してい
ます。将来スポーツに携わる人材を目指
す人達が集まるこの場を活かし、スポー
ツへの学びを深め、自分自身を磨きたい
です。

佐藤 進太郎 さん（南魚沼市立大和中学校出身）
早稲田大学　スポーツ科学部へ進学

今の輝き
　私は現在、信越化学の合成技術
研究所でセルロースについて研究
しています。私の職場では、高圧
ガスや化学についての知識が必要
となります。私は資格を何も持っ
ていない状態で入社したので、そ
れらに関する資格を取得したり講
習会に参加したりして知識を深め
ています。現在は、少しずつです
が職場にも慣れ始め、作業も出来
るようになり始めています。それ
でもまだ分からない事や出来ない
作業が多くあります。先輩方から
多くの事を吸収し、成長していき
たいと思います。

池田 大輝 さん（上越市立城北中学校出身）
信越化学工業株式会社　直江津工場へ就職

今の輝き

　関根学園では、先生方の手厚いサポートが充実して
います。入試では、生徒一人に対して複数の先生方が
指導してくれるので、各教科に対して効率よく、質の
高い学習をすることが出来ました。受験勉強の時には、
毎日遅くまで残って面倒を見てくれる熱心な先生方が

高校時代の輝き

手厚い指導により
成績が伸びるのを実感

が実感でき、とても充実していた
３年間でした。このように、自分
のやりたいことに集中して取り組
むことができるのが関根学園の良
い所です。

　私は、アルペンスキーと勉強の、文武両道を目指す
ため、関根学園に入学しました。部活動中は引き締まっ
た空気の中、練習に集中し、それ以外では皆和気あい
あいとしている、メリハリのある特徴的な部活でした。
勉強面では先生方の手厚い指導により成績が伸びるの

高校時代の輝き

部活も勉強も全力で取り組める
環境がある

める環境が関根学園にありまし
た。高校三年間とても充実した
日々を過ごせました。

　私はスキー部に所属していました。部活動で海外遠
征や日本全国各地へ合宿や大会などで行き、学校生活
のみならず沢山の貴重な経験ができました。また大会
などでいない期間の勉強の範囲を、スキー部のために
教えてくれる先生もいて、部活も勉強も全力で取り組

高校時代の輝き

どんな時も協力してくれる仲間、
先生方がいた

気持ちを持ってもらえるように自
分なりに頑張ってきました。どん
な時も協力してくれる仲間、先生
方がいたからこそ何事にも頑張れ
ました。

　入学当初は、3年後の自分を想像することができず、
何をするべきなのかもわかりませんでした。しかし、
どんな結果になろうとも困らないように、定期考査で
点を取り、評定値をあげる努力をしました。また、生
徒会に入り、各行事、普段の生活を「楽しい」と言う

高校時代の輝き

理解するまで
丁寧におしえてくれる

くことが出来て、面接に生かすこ
とが出来ました。

　私は三年間進学コースで勉強を頑張りました。勉強
の中で分からないことがあった時に、先生に質問する
と先生たちは親身になってくれ、自分が理解するまで
丁寧におしえてくれました。また、試験の面接指導の
際は、公務員として働く上での心構えや、考え方を聞

高校時代の輝き

最高の仲間に出会える学校

き、文武両道を目指せる学校だと思いま
す。分からなければ先生方がすぐに教え
てくれます。関根学園は生徒と先生の距
離が近く、どんな相談でも聞いてくれま
す。そんな、生徒の事を大切に思ってく
れる先生方と、素晴らしい仲間がいる学
校で過ごせた事を誇りに思います。

　私は部活動を通して、仲間たちと笑ったり泣いたり怒った
り悲しんだり喜んだり苦しんだり、色々な感情を仲間たちと
共有しました。この経験は私にとって大切で忘れられないも
のです。これから先こういった経験は中々できないと思いま
す。こんな経験は関根学園の最高の仲間がいたからこそでき
た事だと思います。
　関根学園は部活動だけでなく勉強にも力を入れることがで
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