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９ 新潟商業高等学校

●所在地 新潟市中央区白山浦２－６８－２

[最寄りの交通機関]

ＪＲ越後線白山駅下車(徒歩５分)

●電話(０２５)２６６－０１０１

●Fax (０２５)２３０－４７５１

●URL http://www.niigatas-h.nein.ed.jp/

●校長名 仲野 孝

●課 程 全日制

●創 立 明治１６年１１月１８日

●生徒数 １００８人(男子４３３人・女子５７５人)

(令和３年５月１日現在)

●入学者選抜(参考：令和３年２月・３月実施)

※一般選抜の出願時に、総合ビジネス科及び情報処理科は第２志望を申請できます。

※令和４年度募集学級数及び募集定員は、総合ビジネス科４学級（１６０名）、情報処理科２学級（８０名）、国際教

養科２学級（８０名）となります。

●学校目標

教育基本法・学校教育法の趣旨を体して人格の完成を目ざし、自主的精神を高めると

ともに、個性を伸ばし、勤労と責任を重んずる有為な産業経済人を育成

１ 心身ともに健全で個性豊かな人間の育成につとめる。

２ 互いに人格を尊重し、正義を愛し、社会のよい形成者としての資質

の啓発につとめる。

３ 国際的な教養と産業経済人として必要な知識技能の習熟につと

めるとともに、識見の高揚につとめる。

４ 高い知性と徳性を有し、国際感覚豊かな人材の育成につとめる。

[現校舎のモデルとなった旧校舎]
●目指す学校像のコンセプト

世界を視野に地域に貢献する人間の育成

(財務諸表が読めITを駆使でき、英語でコミュニケーションのとれる人間の育成)

白山駅

新潟商業高校前
至市役所

至新潟駅越後線

本校

学科 募集人員 特色化選抜
総合ビジネス科 160
情報処理科 80
国際教養科 80 傾斜配点(英語)

バスケットボール(男子)・陸上(女子)
剣道(男子・女子) ２４人以内

調査書：学力検査
３：７

学校独自検査
面接カード
集団面接

一般入試

359 433 575 1008計 329 125 195 320 155 204

総合ビジネス科

情報処理科

国際教養科

153 176

78

212 317 529

145 96 241

76 162 23851 78

81 120 201

50 30 80

24 54

163

58 24 82 37 42 79

70 95 165 61 102

25 57 82 27

３学年 総計

男子 女子 合計 男子 女子 合計

１学年 ２学年

男子 女子 合計 男子 女子 合計

http://www.niigatas-h.nein.ed.jp/
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●学科の特徴

【総合ビジネス科】

経済の発展を担う職業人の育成を目指しています。第1学

年ではビジネスに関する基礎的・基本的な知識と技能を習

得するための学習を行い、職業人としての土台を築きます。

第2学年では、倫理観を踏まえて合理的に問題を解決するた

めの学習を行います。そして第3学年では自分の進路目標に

合わせて商業の4分野から科目を選択して学習し、主体的・

協働的にビジネスを展開する能力・態度を身につけていき

ます。全国商業高等学校協会主催の検定試験1級三種目以上

合格者は全国トップクラスです。自ら考え行動することで、

経済学部、経営学部、商学部など文系の大学への進学や民

間就職や公務員など、多様な進路を実現するとともに、卒

業生は各方面で活躍しています。 [授業風景]

【情報処理科】

各産業分野で情報化推進のリーダーを育成する目的で設置さ

れました。ビジネスに関する基礎的・基本的な知識と技能を習得

するとともに、情報を適切に収集・処理し、管理する手法について

学びます。社会科学に関する専門知識を深め、大学に進学してシ

ステムエンジニアや公認会計士等の専門的職業人を目指す生徒

を育てます。資格試験では、全国商業高等学校協会主催の検定試

験のみならず、応用情報技術者試験・基本情報技術者試験・ＩＴパ

スポート試験・情報セキュリティマネジメント試験の合格者を出し

ています。経済産業省の国家資格や全国商業高等学校協

会主催の資格取得は全国トップクラスです。平成１８年度から経済

産業省の国家試験である「基本情報技術者試験」の午前試験免除 [授業風景]

校として認定されています。卒業生の進路は、取得した高度な資格

や特色ある活動を活かして就職や推薦による進学を達成しています。

【国際教養科】

英語を中心に学習し、国際感覚豊かな人材の育成を目指してい

ます。学科の特色として大きく３つ挙げられます。第１は、「国際理解

教育の充実」です。「総合的な探究の時間」を活用し、異文化理解

探究のための様々な機会を提供しています。第２は、「国際理解の

道具である英語の強化」です。全ての生徒が三年間で全授業の４

分の１以上に当たる２５単位以上の英語の授業を受けます。ALT（ネ

イティブ・スピーカー）とのティームティーチングも多く取り入れ、

他の学校では学ぶことの少ないリスニングやスピーキング、ディベ

イトやエッセイライティングなど高度な授業にも取り組んでいま

す。 実用英語技能検定では全員が２級以上の取得を目指し、準１級

の合格者も出ています。また、GTECの試験にも定期的に取り組み、総 [授業風景]

合的な英語力の伸びが数値で分かります。また、２年次には国内で

の英語研修に参加します。授業で身につけた英語を実地で試したり、異文化に肌で触れる機会を通して国際感覚

を磨きます。(スピーチコンテストにも積極的に参加しています。)第３に、卒業生徒のほとんどが大学等の上級学

校へ進学しています。
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●学校生活

何事にも情熱を持って、誠実に、忍耐強く取組む「熱･誠･忍」の葦原精神のも

と、生徒一人一人が資格取得や部活動など、各自の目標に向かって積極的に取り組

み、活気あふれる学校です。挨拶もよく、放課後や休日は部活動の掛け声が校内に響

き渡っています。

(1)日常生活

・始業 8時35分 終業 15時47分

毎日47分７限授業（休み時間8分）で実施しています。

・放課後 部活動・補習・個別指導・検定補習など

多彩な教育活動が行われています。

(２)行事 (※参考 平成３１年度)

４月 入学式・歓迎会・各種オリエンテーション

５月 中間考査・壮行会

６月 葦原大運動会・各種検定・個人懇談会

７月 期末考査・進学補習・語学研修(国教科２年)

８月 体験入学・夏季学習会

９月 オープンスクール・葦原祭・各種検定

10月 中間考査・各種検定

11月 芸術鑑賞会・期末考査

12月 球技大会・修学旅行(２年)

１月 各種検定・学年末考査(３年)

２月 学年末考査・各種検定

３月 卒業式・進路講演会

[令和３年度入学式風景]
葦原大運動会・葦原祭・球技大会等は、生徒会の主体的な企画のもと生徒が積極的に参加し、充実した高校生

活を過ごしています。特に「葦原大運動会」は全校生徒が９チームに分かれて競技や応援等の得点を競い合う、

大規模で賑やかな学校行事です。(※参考 平成３１年度写真)

[葦原大運動会] [葦原祭] [壮行会]

[歓迎会] [対面式] [卒業式]

ＳＨＲ 8:35 ～ 8:45

１　限 8:50 ～ 9:37

２　限 9:45 ～ 10:32

３　限 10:40 ～ 11:27

４　限 11:35 ～ 12:22

昼休み 12:22 ～ 13:10

５　限 13:10 ～ 13:57

６　限 14:05 ～ 14:52

７　限 15:00 ～ 15:47

清 掃 15:47 ～ 16:05

放 課 16:05 ～ 部活動・補習

（47分授業　8分休憩）

校時表
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(3)部活動

運動部 硬式野球部・陸上競技部・ソフトテニス部・剣道部・ラグビー部

バスケットボール部・バレー部・登山部・卓球部・ダンス部・サッカー部

ソフトボール部・硬式テニス部・軟式野球部・バドミントン部

文化部 珠算電卓部・書道部・ワープロ部・吹奏楽部・華道部・美術部・演劇部

カメラ部・簿記部・茶道部・コンピューター部・ボランティア部・ＥＳＳ同好会

料理同好会

(※参考 平成３１年度写真)

※部活動は大変活発で、毎日の活動に熱心に取り組んでいます。

毎年、高校総合体育大会(全国大会・北信越大会)に多くの部が出場しています。

※３日間校内語学研修の感想

(国際教養科 ２年Ｓさん)

私は、語学研修が始まる前は、私の英語が伝わるかと不

安でいっぱいでした。でも、始まってみると楽しく、３日

間あっという間に過ぎました。

初日は、自己紹介や講師の先生方の国や文化について学

んだりしました。２日目は、ひたすらディベートをやりま

した。自分の意見を英語でまとめ、発表するのはとても大

変でした。３日目は事前に用意していたメモリーブック（家族のことや趣味、自分の住んでいる地域

について書いたもの）の発表練習をしました。

私が、特に３日間の中で印象に残っていることは、３日目のメモリーブックの発表です。メモリー

ブックに書いたトピックの中から１つ選び、内容を暗記して各グループで全員が１人ひとり発表しま

した。その後、私はファイナリストの１人に選ばれ、国際教養科のみんなや講師の先生方の前で発表

しました。とてもうれしい反面、人前に出るのは得意ではないため緊張しました。でも今まで私が頑

張ってきたことが報われたような気がしてうれしかったです。

３日間、英語漬けの日々で大変なこともありましたが、実り多いものになりました。
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●施設・設備

(１)図書館(冷暖房完備)

自習室として利用されています。

快適な環境の中で学習することができます。

(2)普通教室(冷暖房完備)

授業のみでなく夏季補習や部活動に利用されて

います。電子黒板も整備されています。

(3)体育館

トレーニングルームや更衣室も設置され、体育館内に屋内ランニ

ングロードも整備されています。

(4)視聴覚教室(冷暖房完備) [図書館]

(5)情報処理実習室等(冷暖房完備)

[テニスコート]

[電子黒板] [野球]

正門

国
道
１
１
６
号

⇐至　白山駅

駐輪場

⇑
至
　
青
山

校地図

体育館

駐車場

校舎棟

柔道場

葦原ラウ
ンジ

ホール

用具庫

部室

準備室

水飲み

更衣室

更衣室

剣道場

印刷室

職員玄関

生徒玄関

会議室

放送室

司書

書庫

ミーティング
ルーム

普通教室 普通教室

職員室

バルコニー

和　室

物品倉庫

生徒会室

多目的室

校史室

準備室

社会科教
室

１Ｆ ２Ｆ

準備室

家庭総合
実習室

準備室

化学教室
保健室

物理教室

調理教室

生物教室

校長室

事務室

図書室

技術員室

倉庫

休養室

休養室

進路指導室

相談室

受水槽室

普通教室

普通教室

普通教室

普通教室

普通教室

普通教室

普通教室

散水倉庫

部室

ゴ
ミ

ス
テ
ー

シ

ョ
ン

部室

トレーニング
ルーム

用
具
庫

部室４

ポ
ー

チ

玄関

ステージ

用具庫

放
送

選択教室

普通教室

普通教室

普通教室 普通教室
情報処理
室３

３Ｆ ４Ｆ

ＬＬ教室

バルコニー

商業実践室

指導室

電気室

普通教室

普通教室

普通教室

普通教室

普通教室

普通教室

準備室
準備室

情報処理
室２

普通教室

情報処理
室１

サーバー

準備室

音楽教室

バルコニー 倉庫

視聴覚室

情報処理
室４

書道教室

美術教室

選択教室

普通教室

普通教室

普通教室

選択教室

準備室

普通教室

普通教室

普通教室

プログラミ
ング室

情報処理
教室
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●進路状況

(１)３年間の卒業生の進路

(２)主な進学先 ※令和３年３月 卒業生

【総合ビジネス科及び情報処理科】

○国公立大学 滋賀大学・新潟大学・新潟県立大学・高崎経済大学

○私立大学 新潟医療福祉大学・新潟国際情報大学・新潟経営大学・日本大学・国士舘大学・駒澤大学・上武大学

大東文化大学・千葉商科大学・中央大学・帝京大学・東海大学・東洋大学・文教大学・明治大学

立命館大学・新潟青陵大学・國學院大学・専修大学・中央学院大学・法政大学 ほか

○短期大学 新潟工業短期大学・明倫短期大学・日本歯科大学新潟短期大学 ほか

○専修学校 大原法律専門学校・大原簿記公務員専門学校・国際ホテルブライダル専門学校・新潟工科専門学校

新潟会計ビジネス専門学校・新潟公務員法律専門学校・国際メディカル専門学校・新潟情報専門学校

新潟ビジネス専門学校 ほか

【国際教養科】

○国公立大学 北海道大学・北海道教育大学岩見沢・新潟大学・金沢大学・富山大学・長野大学

横浜市立大学・新潟県立大学・長野県立大学

○私立大学 神田外語大学・杏林大学・駒澤大学・順天堂大学・昭和音楽大学・帝京大学・独協大学・立教大学

新潟医療福祉大学・新潟国際情報大学・新潟薬科大学・日本女子体育大学・立命館大学・明星大学

昭和女子大学 ほか

○短期大学 新潟青陵短期大学部・東京交通短期大学

○専修学校 新潟ビジネス専門学校・新潟工科専門学校・新潟デザイン専門学校・国際メディカル専門学校

国際外語観光エアライン専門学校・新潟理美容専門学校 ほか

(３)主な就職先 ※令和３年３月 卒業生

新潟縣信用組合、新発田信用金庫、株式会社タカヨシ、八千代光学株式会社新潟工場、クラフツ株式会社新潟事業所

デンカ株式会社五泉事業所、ナミックス株式会社、パール金属株式会社、株式会社新潟三越伊勢丹、第一建設工業

アメリカンスクエアマツヤ新潟店、株式会社タシケント、株式会社ウオロク、株式会社バイタルネット

株式会社カンエツ、株式会社不二産業、税理士法人ヤマダ事務所 、鹿島建設株式会社北陸支店、

エアプラック株式会社、興洋管建株式会社、宗教法人白山神社、株式会社プライムネット、新潟みらい農業協同組合

社会福祉法人仁成福祉協会、株式会社リンコーコーポレーション、新潟みらい農業協同組合、株式会社シンワ歯研

株式会社波多野調査設計、新日本海フェリー株式会社新潟支店、新潟県信用漁業協同組合連合会

パーソルパナソニックファクトリーパートナーズ株式会社新潟事業所 ほか

新潟市市役所(学校事務)、燕市役所(一般事務) 、新潟県警(警察官)

国家公務員(自衛官・一般職事務・専門職税務)

商業関連 国際教養 計 商業関連 国際教養 計 商業関連 国際教養 計
大 学 132 44 176 123 51 174 122 57 179
短 期 大 学 16 5 21 7 9 16 11 5 16
専 修 学 校 74 26 100 85 12 97 70 10 80
就 職 51 51 67 1 68 75 2 77
そ の 他 4 3 7 2 4 6 2 8 10

計 277 78 355 284 77 361 280 82 362

平成３１年度 平成３０年度    年度・学科
進路先

令和2年度



- 7 -

●在校生からのメッセージ

総合ビジネス科 Ｗくん (令和２年度入学生) ※前年の７月の文章です

私たちにとって大きな通過点である入学式も終わり、最近ではクラスや部活動の仲間達との仲

も深まってきました。最初は慣れなかった学校生活にも、少しずつですが慣れてきています。

新潟商業高校では、中学校までの五教科に加えて新しく商業科の学習をします。それに伴い、

今まで以上に学習の量を増やさなければならないので、毎日家に帰ってからは復習と予習をする

ことを心掛けています。大変ではありますが、必ず自分の将来の役に立つと信じて頑張っていま

す。日常生活では、学習面よりも中学校から変わった点が多いので、覚えるのに時間が掛かりそ

うですが、これも立派な社会人になるための訓練だと思って一つ一つ確実にこなして行きたいと

思います。

今年は新型コロナウイルスの影響により、先のことが分からず不安ですが、自分の周りにいる

すばらしい仲間達と共に乗り越えて行けたらいいなと思っています。そして、高校を卒業して社

会人としてふさわしい態度や責任感を持つことができるように、一年生の今から努力を惜しまな

いようにしたいです。

総合ビジネス科 ｋさん (令和３年度入学生)

新たに始まる高校生活に、期待や不安でいっぱいの思いを胸に抱いて入学してから、２ヶ月が経ち

ました。初めは緊張感が漂っていた教室も、今ではとても賑やかになり、仲間と楽しい日々を過ごして

います。

私が新潟商業高校に入って感じたのは、主体的に行動することの大切さです。高校は自分が選択した

ものであり、義務教育ではありません。そのため、授業でやったところを家で復習したり、分からない

ところがあればその日のうちに解決したりと、自ら行動に移すことが重要だと思います。また、高校卒

業後の進路を今からよく考えておかなければならない、ということも大切です。進学・就職のどちらに

おいても評定平均値が大きく関わってくるため、定期考査で納得のいく結果を出せるように、毎日の授

業を大切にしたいと思います。

２年生からは、選択したコースに分かれ、自分が学びたい分野について詳しく学ぶことができます。

将来の進路実現のため、学ぶ目的を理解し、自分の進路に合った学習に励んでいきたいと思います。

情報処理科 Ｓさん (令和２年度入学生) ※前年の７月の文章です

例年とは違った状況で始まった高校生活ですが、少しずつ高校生としての日々を実感できるよ

うになりました。私は、在学中に多くの資格を取得することを目標としています。特に、基本情

報技術者試験などの国家資格を取得したいと考えています。

部活動も始まり、家で勉強できる時間は限られていますが、限られた時間の中で効率的に勉強

するためにも、普段の授業の取り組み方を工夫する必要があると思っています。特に、簿記やプ

ログラミングなどの初めて学習する科目は、授業中にしっかりと理解して、その日のうちに復習

するように心がけています。

また、いずれは私たちも新商卒業生として社会に出ます。その時に、新商卒業生として、一人

の大人として胸を張って行動するために、学習面だけでなく、挨拶や礼儀など、社会に出てから

大切なこともしっかりと身に付けたいと思います。

卒業したときに「新商に入って良かった」と思えるような充実した高校生活を送るためにも、

三年間、失敗を恐れず、様々なことにチャレンジし、自分自身を成長させていきたいです。
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情報処理科 Ｍくん (令和３年度入学生)

私は、将来の夢を実現するため、新潟商業高校へ入学することを目標とし、努力した結果、無事に

入学することができ、自分の夢の第一歩を踏み出すことができました。義務教育を終えて高校へと進ん

だ私は、「責任感を持って行動する」という言葉を、身をもって感じています。

今、私はクラスの学級委員をし、陸上競技部、生徒会執行部に入っています。そのいずれもが、責任

感なくして務まるものではありません。それ以外の、普段の学校生活でも、提出物や自分の言動など、

責任を持たなければならないことが数多くあり、先生方や先輩方から、「社会に出る人間にとっては、

当然のことだ」と何度も言われています。「責任感を持って行動する」ことを実践するため、挨拶の声

の大きさと、その時の姿勢を意識して、１日過ごしてみました。すると、相手は皆、笑顔で返してくれ

ました。そのことから、自分から挨拶することによって、新たに出会った人たちと、よりよい人間関係

を築くことができることが分かりました。

情報処理科では、プログラミングや情報処理の授業を通して、「思考する」ことを大切にしています。

責任感を持って行動する、挨拶をするなどの当たり前のことを、率先して誰よりも当たり前に行うこと

こそが、高校生になった私たちにとって必要なことだと思いました。このことを大切にして、これから

の高校生活を有意義に送りたいと考えています。

国際教養科 Ｉさん (令和２年度入学生) ※前年の７月の文章です

今年は今までにない状況の中六月に入り授業が再開し、ようやく高校生活にも慣れてきました。

楽しみにしていた「葦原大運動会」が中止になり、今は七月の期末考査に向けて勉強を頑張って

います。

国際教養科は英語を重点的に学習する学科で、難しい単語や文法がたくさん出てきたり、学習

する文章量が中学校の時に数倍だったりと、とても大変です。

また、学校生活や家での生活で常に先を見て行動しなければいけないことを痛感しました。通

学時間も増え、時間の制約が多くなったので、すき間時間に今日必要な物は何か、するべきこと

は何かなど、確認するようにしています。それによって、多かった忘れ物が減り、学習にあてる

時間が増えました。これからも時間をうまく活用し、高校生活を充実させていきたいと思います。

国際教養科 Ｙさん (令和３年度入学生)

私は元々英語が好きで、“もっと英語を学びたい！”と思い、新潟商業高校国際教養科を第一志望と

して勉強してきました。そして、合格した時はとても嬉しかったのを覚えています。以前、「新潟商業

高校は厳しい学校だ」というのを聞いたことがありました。実際、入学当時は、授業の間の休み時間が

８分と短く、慣れていないために授業に遅れることがあり、叱られることもありました。しかし、短い

時間を意識して行動することができるようになりました。これからも、５分前行動を心掛けていきたい

と思います。さらに、先生方からは、勉強面の他に目上の方に対する言葉遣いなども教えていただき、

人として成長できると思っています。高校生活は厳しい、と思う時もありますが、慣れると楽しく過ご

すことができます。

国際教養科では、普通科と比べて英語の勉強が多くあり、どれもとてもたのしい授業です。文法や、話

す・聞くという面でもかなり力がつくと思っています。私は、卒業までに実用英語技能検定２級以上の

合格を目指しています。そのために、日々努力していきます。新潟商業高校は文武両道を重視していて、

運動部・文化部ともに多くの大会に出場し、レベルが高くなっています。私は、生徒会総務部に所属し

ているので、全校の皆さんが楽しめるような行事の企画を考えたり、運営できたりするように頑張りた

いと考えています。
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●本校が求める(入学してほしい)生徒像

「勉強」「資格取得」「部活動」「学校行事」にバランス良く頑張る生徒を求めます。

○ 勉強に粘り強く取り組み、自己の進路目標を実現したいと考えている生徒

○ 高校で数多くの検定や、難易度の高い資格に挑戦したいと考えている生徒

○ 部活動をとおして仲間と切磋琢磨し、目標を達成したいと考えている生徒

○ 学校行事に主体的に取り組み、高校生活を充実させたいと考えている生徒

●学校納付金(令和３年度新入生)

(１)入学準備 ※税抜き

教科書 6,225円～ 9,620円 (学科により異なる)

教材費 13,960円～26,965円 (学科により異なる)

体育具 21,744円 (男女同額)

制 服 ・男子(市販の標準学生服)

ボタン430円、カッターシャツ(長袖2，700円・半袖2,600円)、開襟シャツ2,600円

・女子 冬服37,092円・夏服14,932円

ネクタイ1，010円、カッターシャツ(長袖2,260円・半袖2,120円)、開襟ブラウス2,220円

(２)月別納入金額（単位：円）

内 訳

納入月 納入額 ※注 一括 修学旅行 ＰＴＡ
葦原体育

入学料 授業料 生徒会費 文化振興
徴収金 積立金 会 費

会 費

４月 17,150 5,650 2,500 7,000 - 1,000 -

５月 20,000 2,500 7,000 - 1,500 9,000

６月 21,000 2,500 7,000 10,000 1,500 -

７月 20,500 2,500 7,000 10,000 1,000 -

８月 - - - - - -

９月 17,000 - 7,000 10,000 - -

10月 17,000 - 7,000 10,000 - -

11月 17,000 - 7,000 10,000 - -

12月 17,000 - 7,000 10,000 - -

１月 10,000 - - 10,000 - -

２月 10,000 - - 10,000 - -

３月 - - - - - -

年額 166,650 5,650 10,000 56,000 80,000 5,000 9,000
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※ 「一括徴収金」は、予定額です。（検定代金、模擬試験、校章代金、日本スポーツ振興センター掛金など）

※ 国際教養科の海外研修積立金は実施していません。参加の場合は、一括納入となります。

※注 授業料 就学支援金支給の手続きにより授業料の納入が必要と決定された方のみ

納入月 納入額 内訳

７月 29,700 ４月～６月分

１０月 39,600 ７月～１０月分

１１月 9,900 １１月分

１２月 9,900 １２月分

１月 9,900 １月分

２月 19,800 ２月～３月分

年額 118,800


