５７新潟県立塩沢商工高等学校
●所在地
〒949-6433 南魚沼市泉盛寺７０１－１
［最寄りの交通機関］
ＪＲ上越線塩沢駅下車、徒歩12分
●電 話 ０２５－７８２－１１１１
●ＦＡＸ ０２５－７８２－４８９０
●ＵＲＬ http://www.shiozawasyoko-h.nein.ed.jp/
●E-mail school@shiozawasyoko-h.nein.ed.jp
●校長名 中川 誠一
●課 程 全日制
●創 立 昭和38年４月１日
●生徒数

本校

学校案内図

塩沢駅から徒歩10分
バス停・塩沢上口より徒歩15分

至湯沢

塩沢駅

至六日町

塩沢庁舎

塩沢小

至 六日町

至湯沢
国道１７号線
バス停 塩沢上口

245人(令和２年５月１日現在)

●入学者選抜(令和３年度実施予定)

募集定員は令和２年度入試のもので、令和３年度のものは、令和２年10月頃に決定されます。

●学校目標
・ 自主自律性の確立と個性の伸長
・ 学力の向上と実践力の育成
・ 体力の向上と旺盛な気力の養成
●塩沢商工の目指す学校像のコンセプト
生徒は ・

将来に対する目的意識が明確になり、自身の将
来像がイメージできるようになります。
・ 取り組むべき課題が明確になり、落ち着いた学
校生活を過ごせるようになります。

●魅力と活力ある学校づくり推進事業
（H30･R01は、「明日の新潟の飛躍につながる魅力ある学校づくり推進事業」）
【テーマ】
地域と連携した教育課程の研究
【目 標】
地域のニーズを見据えた特色ある教育活動（教育課程）により、地域企業が求める人材育成を
推進し、地域に根ざした人材の育成を図る。このため、地域と連携した教育課程編成の研究に取
り組む。
【取組の概要】
(1) 生徒の土木に関する仕事への理解を深めるための効果的な導入方法の研究
(2) 克雪・利雪の事例等による地域理解を深めるための研究
(3) 地中熱を利用した技術を指導するための研究活動

(4)
(5)
(6)
(7)

コミュニケーション能力の向上を図る指導方法の研究
生徒に地域の課題と解決策を考察させるための効果的な指導方法の研究
地域と連携した教育活動充実のための研究
インターンシップ実施（２年生全員）

【令和元年度の取組の様子】
１ 地元企業と連携したインターンシップ

機械系インターンシップ風景

２

流通関係インターンシップ風景

土木系インターンシップ風景

現場見学や建設土木系の授業における地域企業連携
① 国道289号八十里越現場見学
② 最新の測量技術実習
③ 仮設道路設置実習
④ 重力式擁壁実習
⑤ 橋梁点検実習
⑥ 地質調査実習

現場見学風景

ドローン操作風景

仮設道路実習風景

重力式擁壁実習風景

伊田川橋点検実習風景

地質調査実習

３

地元の産業・特産品のＰＲ活動の実施
南魚沼市のＰＲ・情報発信の手法に関する講演
地域行事への参加及び販売活動

①
②

企業講話（FM雪国様）

販売実習（軽トラ市販売準備）

販売実習（軽トラ市販売風景）

●学校生活
１ 専門の勉強は早い時期から始めよう！
校時表（令和２年度）
魚沼地域の専門高校として創立された本校は、県内で唯一の商業
科と工業科（地域創造工学科）の２学科を設置した、特色のある専
門高校です。本校は、今年度で56年目を迎え、10,000名を超える卒
業生は、地域の産業界はもとより、さまざまな分野において全国各
地で活躍しています。
専門の知識や技術は若いほど身につきやすいと言われており、本
校では１年生から専門科目の勉強が始まります。専門科目の学習を
通じて、商業科では”ビジネス”に対する望ましい心構えや理念を、
地域創造工学科では”ものづくり”における知識や技術および態度
をそれぞれ学習します。
魚沼地域の産業を支える人材、あるいは将来のスペシャリストを
目指して基礎基本を学ぶとともに、学校生活を通じて皆さんの力を
磨き、高めてください。
２ 資格取得に積極的に挑戦し、個性を伸ばす教育課程
本校は専門高校として、国語や英語などの普通科目の他に、地域創造工学科および商業科において、
実習・コンピュ－タ等の専門科目の学習をしています。資格取得に積極的に挑戦し、それぞれの生徒
が、自分で目標を立て、目標達成のために努力することの大切さを三年間で実感します。
地域創造工学科は、機械や電気・建設土木などの産業界(ロボット、自動車、工作機械などの生産)
で働く技術者を育成するために、機械の設計、ハイテク技術の基礎、総合的な生産関連システム、測
量などを体験的に学習します。商業科は、商業活動の諸分野についての知識や技術を体験的・総合的
に学習します。具体的には、１年生から専門科目である簿記、情報処理、ワープロなどの学習を行っ
ています。
地域創造工学科、商業科とも１年生は共通の科目を履修しますが、生徒一人ひとりの進路実現にこ
たえるため、２年生から選択制やコース制を実施しています。また、１年生から多くの資格取得に挑
戦しています。地域創造工学科では、ポイント制で認定を受ける「ジュニアマイスターゴールド」
「ジュニアマイスターシルバー」の称号認定を目指し、商業科では、全国商業高等学校協会主催の各
種検定試験１級の「三冠」「四冠」の取得を目指し、チャレンジしています。

【多様な学習形態】（令和２年度入学生）
商業科

コンピュータ実習

販売実習

財務会計

地域創造工学科

電気実習

機械実習

土木実習

地域デザインコースの授業は、２年生及び３年生とも、定員（上限）があります。これは、実験・実習装置の数や実習時
の安全性、教育の充実を考慮しています。コース選択は、選択後に変更はできません。コース選択は、選択希望、進路希望、
適正等を考慮し決定します。また、地域デザインコース選択希望数が定員（上限）を超えた場合は、面談により調整を行い
ますが、調整が困難な場合は、入学後の成績により決定することがあります。

３

活発な部活動・生徒会活動など
特別活動では、クラスマッチや丘陵祭など、多彩
な行事があります。特に体育祭や文化祭は生徒会が中心となり
アイディアを出し、企画・立案し、工夫をこらした内容で熱気
にあふれています。また、２年生の修学旅行も在学中の楽しい
思い出となっています。
部活動は、ウエイトリフティング部が３年連続３回目のイン
ターハイや国体に出場するなど、部活動に所属する生徒が活発
に活動し、一生懸命に仲間と協力して、それぞれの目標に向か
って努力しています。
本校で活動している部活動は次の通りです。

主な学校行事
４月 入学式
６月 体育祭
１０月 丘陵祭（文化祭）
１２月 修学旅行
クラスマッチ
１月 スキー研修（１年）
３月 卒業式

【運動部】
陸上競技部、柔道部、バドミントン部、バレーボール部、野球部、ソフトテニス部
サッカー部、ウエイトリフティング部、スキー同好会

【文化部】
機械部、演劇部、美術部、家庭部、写真部、音楽部、文芸部、書道部

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ部

野球部

バドミントン部

家庭部

●学校納付金(令和２年度）１年生の実績額)
学校納付金については、次のものがあります。
① 入学金
5,650円（入学時のみ）
② 授業料（全日制）
118,800円（年額）
※

平成26年度入学生から就学支援金制度が実施されることに伴い、所得制限により就学支援金が支給されない
世帯については授業料を納めていただくことになります。

③
④
⑤
⑥

修学旅行積立金（１年時）
80,000円（年額）
日本スポーツ振興センター費
2,300円（年額）
生徒会費・ＰＴＡ会費・後援会費等
51,400円（年額）
その他
制 服
男子43,630円 女子44,210円 教科書・副教材
体操着
16,570円
商業科
屋内運動靴
4,360円
地域創造工学科
屋外運動靴（希望制）
3,360円
地域創造工学科実習服
7,600円
※

34,109円
35,583円

教科書・副教材の代金には、個人ロッカー代(8,400円)、商業科は電卓代(5,190円)が含まれています。

●進路状況
～ 一人ひとりの進路希望の実現をめざして ～
ＬＨＲなどを通じて、自己理解や職業理解を図るとともに、１・２年生においては、地元企業の協
力を得てインターンシップやデュアルシステムなど就業体験することで勤労観や職業観等を育成して
いきます。
生徒一人ひとりの進路希望が達成できるように就職と進学希望別に進路指導に力を入れています。
就職希望者に対しては、夏休み中に、ハローワーク南魚沼や同窓会の協力を得て、模擬面接を実施し、
面接試験に備えての対策を行っています。大学等の進学希望者に対しては、資格取得をもとにした進
学希望者が多くなっており、３年生には個別に小論文指導等も継続的におこなっています。その他、
公務員希望者に対しても、模擬試験などの試験対策や補習を３年生に継続して行っています。

進路先一覧(令和元年度卒業生)
【大学(５)・短大・職業訓練校】
県内
長岡大学(２名)、新潟工科大学
県外
千葉商科大学、高岡法科大学

令和元年度卒業生進路状況
大学等
(5.3%)

就職
(57.9%)

専門学校
(36.8%)

【専門学校(35)】
県内
北里大学保健衛生専門学院
国際ペットワールド専門学校(２名)
長岡こども福祉カレッジ
長岡こども医療介護専門学校(３名)
長岡公務員・情報ビジネス専門学校(４名)
新潟美容専門学校、新潟会計ビジネス専門学校、新潟県農業大学校(２名)
新潟コンピュータ専門学校(５名)、新潟柔道整復専門学校(２名)、新潟情報専門学校
新潟デザイン専門学校、新潟日建工科専門学校、日本アニメ・マンガ専門学校(２名)
日本ビジネス公務員専門学校(２名)、北陸食育フードカレッジ
県外
太田医療技術専門学校、中央工学校(２名)、東京調理製菓専門学校、東京文化美容専門学校
日本工学院八王子専門学校
【就職(55)】
県内
自衛隊（自衛官候補生）
、新潟県（総合土木技術職）
、伊米ケ崎建設、上原自動車工業、魚沼醸造
岡村リソース、吉兆楽、シンコー、セイタン、大栄産業、髙橋建設、東京ウェルズ上越研究所
富山電気(２名)、新潟ガービッチ、ニコ精密機器(２名)、日東工業六日町工場、笛田組
ニューロング精密工業六日町工場(２名)、ファミリーダイニング小玉屋、文明屋、ホリカフーズ
粉研パウテックス(２名)、舞子リゾート、三国東洋、みやま、山口組(２名)、湯沢重機建設
雪国まいたけ(３名)、湯沢グランドホテル、ローテック(２名)
コメリ、中越住電装、ルームワン
県外
ＥＮＥＯＳウイング、共立メンテナンス、品川鐵工場、瀬里奈、日本郵便社信越支社
ミツバ(４名)、麺屋武蔵(２名)、吉池

～

在校生からのメッセージ

～

機械システム科

３年

林

篤輝

県立塩沢商工高等学校は、新潟県では唯一の商業科と工業科がある学校です。商工は、普通科では取れ
ないような資格をたくさん取ることができます。授業で資格を取るために必要な勉強ができるので、とて
も資格が取りやすいです。部活動は、どの部も県や全国に行くために日々の練習を頑張っています。先輩
や先生も優しいので楽しんで部活が出来ます。学校行事も、生徒全員で盛り上げているのでとても充実し
ています。勉強も部活動も両立できて、とても楽しい学校なので、ぜひ学校見学に来てみて下さい。

