
 

マイスクールライフサポートブック 

学校独自ページ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ようこそ新津工業高校へ 

表紙挿絵：美術・イラスト部 佐藤 玲奈 



■ 所在地 新潟市秋葉区新津東町1丁目12番9号

（最寄りの交通機関）JR新津駅下車  徒歩20分

■ 電話 0250-22-3441

■ FAX 0250-22-8114

■ URL http://www.niitsuk-h.nein.ed.jp/

■ 校長名 住吉　宏

■ 創立 昭和37年11月1日

■ 課程 全日制

■ 生徒数 413名　（男403名  女10名  令和３年４月７日現在)

●

●

● 海外帰国生徒等特別選抜は、一般選抜、欠員補充のための２次募集において、志願する受検者に対して実施します。

■ 教育目標

○ 豊かな人間性の育成

○ 工業技術者としての知識・技能・態度の養成

○ 健康の増進と体力の向上

■ オンリーワンスクール　～目指す学校像のコンセプト～

学ぼう『匠』の技と心！　高度な技能を身につけた、地域を支える人材の育成

(1) 専門教科・科目を通じ「社会を発展させるための技能や技術」を伸ばす学校

(2) 共通教科・部活動等を通じ「社会で必要とされる人間性」を成長させる学校

(3)

      16　新潟県立新津工業高等学校

　 「工業を以て人を益せん」と校歌にあるように、人の役に立つ高度なものづくり、実践的な技能・技術の習得を目指し、魅力的で特色
ある工業高校として、地域社会を支える人材を育てます。

特色化選抜出願のための実績要件は、中学校3年間で、科学分野、ものづくり・木工の分野、ロボット・コンピュータの分野、それぞれの
活動において、県大会レベル以上の受賞実績のある者とします。募集人数は、4学科を合わせた人数です。

工業マイスター科と日本建築科は、県外からの受検生を受け入れます。受け入れ人数の制限はありません。詳しくは直接学校にお問い
合わせください。

小・中学生、保護者、地域社会、産業界から信頼される学校（「新津工業に入学したい」「新津工業に行かせたい」「新津工業の生徒を
採用したい」）

男 女 男 女 男 女 男 女

工業マイスター科 39 1 38 2 39 1 116 4 120

生産工学科 29 0 36 0 36 2 101 2 103

ロボット工学科 29 0 37 0 38 0 104 0 104

日本建築科 29 1 25 1 28 2 82 4 86

合計 126 2 136 3 141 5 403 10 413

総計
1年 2年 3年 合計

学科

入学者選抜（令和３年度）

検査 分野や種目等
募集

人数

調査書と学力

検査の比重
第2志望

工業マイスター科 1 40 科学分野

生産工学科 1 40 ものづくり・木工 ６人

ロボット工学科 1 40 ロボット・コンピュータ 以内

日本建築科 1 30

定員学科
募集

学級

個人
面接

他の小学科を

第2志望とする

ことができる。

欠員補充のた

めの2次募集

１人でも欠員が

生じた小学科で

実施する。

特色化選抜 一般選抜

５　：　５



■ 学校生活

1 各学科の特徴 2 学校行事・生徒会活動について

4月 入学式 始業式

5月 生徒総会 中間考査

6月 体育祭

7月 期末考査 終業式 インターンシップ デュアルシステム

8月 夏季休業 中学生体験入学 始業式

9月 人権教育同和教育講演会　修学旅行(2年)

10月 飛翔祭　校内マラソン大会 中間考査

11月 創立記念日

12月 期末考査  生徒会役員選挙  球技大会  終業式

1月 始業式 ウィンタースポーツ授業（1年）

2月 学年末考査

3月 卒業式 終業式

3 部活動

運動部

野球　バドミントン　バスケットボール　テニス　卓球　剣道　柔道

主な資格・検定 弓道  サッカー 陸上競技　バレーボール　少林寺拳法同好会　

文化部

写真　芸術　読書・棋道　ロボット　機械　建築　茶道

4　学校納付金

校時表

工業マイスター科

豊富な実習時間（他の工業高校の二倍）、高度熟練技能
者による指導や産業現場での実習が授業に組み込まれ
ており、実践的で高度な技能・技術の習得を目指します。

生産工学科

機械系科目を中心として、メカトロニクスや情報関係につ

いての学習も積極的に取り入れています。工場の自動化

を支える制御技術の知識を習得するための学校設定科

目を設けて、技術革新に対応できる技術者の育成を目指

します。

日本建築科

日本の伝統的な木造建築物に関わる知識と、職人の大工
技術を身につけた、伝統技能を持つ技術者を育成します。

ロボット工学科

工業製品に欠かすことのできないマイクロコンピュータを
利用した組込み制御技術の学習のために、機械系科目を
ベースに、電子機械やプログラミングなどの科目を充実さ
せています。

SHR 8:40 ～ 8:50

１限 8:53 ～ 9:45

２限 9:53 ～ 10:45

３限 10:53 ～ 11:45

昼食 11:45 ～ 12:30

４限 12:30 ～ 13:22

５限 13:30 ～ 14:22

６限 14:30 ～ 15:22

７限(水曜) 15:30 ～ 16:22

■技能検定 ■２級ボイラー技士

・普通旋盤 ■ガス溶接技能者

・機械検査 ■危険物取扱者

・機械組立 ■計算技術検定

・フライス盤 ■情報技術検定

・マシニングセンタ ■機械製図検定

・シーケンス制御 ■２級建築施工管理技術検定(学科) 

・電子機器組立

・電気系保全

・建築大工

入学料 入学時 5,650円

授業料 年額 118,800円

旅行積立金 年額 115,000円

制服(夏服,ポロシャツ2枚セット) 入学時 8,500円

教科書・副教材 入学時 29,811円

体操着(柔道着・シューズ含む) 入学時 32,050円

実習服,製図用具,電卓,ロッカー等 入学時 28,878円

各種検定料、工場見学バス代など 年額 32,000円

生徒会費（スポーツ振興センター掛金含む） 年額 9,800円

PTA会費(ＰＴＡ安全互助会費を含む) 年額 5,000円

後援会費 入学時 6,000円

391,489円合計



■ 進路指導

進路関係の行事

令和３年３月卒業生　進路状況 順不同　○内の数字は人数

<<進学先>> <<就職先>>

■私立大学 ◇県内

◇県内 　　JR東日本テクノロジー㈱② 　　㈱総合車両製作所⑥

　　新潟医療福祉大学② 　　イオカ精密工業㈱ 　　第一電設工業㈱

　　新潟工科大学 　　エムジーシー・エンジニアリング㈱ 　　立川ブラインド工業㈱

　　新潟国際情報大学 　　オーガニックスタジオ新潟㈱ 　　㈱田中衡機工業所

　　新潟薬科大学 　　グローバルウェーハズ・ジャパン㈱ 　　田中サッシュ工業㈱

　　㈱サルーン 　　㈱特装工業

◇県外 　　㈱スタンレー 新潟製作所 　　㈱新潟クボタ②

　　金沢工業大学② 　　㈱セキヤ 　　新潟精密工業㈱

　　明星大学 　　セッツカートン㈱ 　　新潟染工㈱②

　　ものつくり大学 　  タチカワ 　　新潟造船㈱

　　デンカ㈱② 　　㈱新潟ダイハツモータース

■専門学校 　　㈱トーシス新潟 　　新潟トランシス㈱②

◇県内 　　ナミックス㈱ 　　日軽新潟㈱

　　アップルスポーツカレッジ② 　　フルカワセラミックス㈱ 　　社会福祉法人 にいつ福祉会　

　　大原簿記公務員専門学校新潟校② 　　㈱ブルボン⑤ 　　日本シイエムケイ㈱

　　国際メディカル専門学校② 　　㈱ホテルニューあけぼの 　　㈱日立産機システム中条②

　　国際調理製菓専門学校 　　ミズホ㈱② 　　㈱日立ニコトランスミッション

　　新潟コンピュータ専門学校④ 　　㈲ヤスダヨーグルト 　　福田道路㈱

　　新潟医療技術専門学校 　　ヤマト運輸㈱② 　　藤木鉄工㈱

　　新潟工科専門学校② 　　㈱ヤマト舗道 　　㈱丸富五十嵐製作所

　　新潟公務員法律専門学校 　　㈱安中製作所 　　㈱丸山車体製作所

新潟国際自動車大学校② 　　五十嵐建設工業㈱ 　　三菱ガス化学㈱

　　新潟情報専門学校④ 　　一正蒲鉾㈱ 　　水島鉄工㈱

　　新潟日建工科専門学校 　　㈱植木組 　　㈱皆川組

　　新潟農業・バイオ専門学校 　　㈱越配② 　山崎建築②

　　新潟美容専門学校 　　㈱小川組②

　　亀田製菓㈱③ ◇県外

■職能短大・テクノ 　　神田鉄筋工業㈱② 　　太平洋ブリーディング㈱

◇県内 　　㈱北村製作所② 　　㈱マキタ

　　新潟職業能力開発短期大学校 　　㈱協和製作所 　　三菱マテリアルテクノ㈱

　　新潟県農業大学校② 　　㈱小新建設工業 　　山崎製パン㈱④

　　新潟テクノスクール③ 　　国際石油開発帝石㈱ 　　㈱横井製作所

　　㈱砂井

　　三幸製菓㈱② ◇公務員

　　自衛隊⑥

   生徒１人ひとりの自己実現のために、１年次より、LHRなどで興味・関心・希望・適性等に基づいた進路指導を行っています。特に、専
門教科において、職業・仕事に関する学習を積み重ねて将来の進路について深く考えることができます。

全学年　進路ガイダンス　進路講演会　学習講演会

１年　　職業レディネステスト　基礎力診断テスト

２年　　職業適性検査 ・基礎力診断テスト　リテラス検定

３年　　ＳＰＩ基礎力テスト・応募前企業見学・就職試験指導（筆記、面接）・進学試験指導



工業マイスター科３年　　

生産工学科３年   　

ロボット工学科３年　

日本建築科２年　

工業マイスター科(就職)

生産工学科(就職)

ロボット工学科(就職)

工業マイスター科(進学)

日本建築科(進学)

将来、自動車の自律走行システムの開発に携わりたいと考え進学することにしました。入試では
面接と志望理由書の提出がありました。調査書に書く内容を想定し、学校生活では勉強と資格取
得に力を入れました。進学してからも学業に意欲的に取り組み、社会に出てから恥をかかないよう
にしたいと思います。今から真剣に自分のやりたいことは何か考え、早めに準備することが大切で
す。

私は昔ながらの家が好きで、自分でもつくれるようになりたいと考え、日本建築学科へ入学しまし
た。建築の学習をしていると、自分の手で設計したものを自分で施工したいと思うようになり、設計
について学ぶため進学を希望しました。どの大学でも出願時に志望動機や、最終的に自分がどう
なりたいかが必要になるので、後悔しないように早いうちから考え、学習しておくと良いと思いま
す。

卒業生からのメッセージ(令和３年３月卒業)

  私は１年生の時から、できる幅を広げたいと思って資格の取得や部活動、テスト勉強や委員会な
どを頑張りました。３年間色々なことをしてきたおかげで、進路先を探すにあたって幅を広げられ、
目標を見つけた時に有利に進めることができました。面接では学校生活のことを聞かれて、３年間
やってきた部活動や委員会活動が役に立ちましたので、後輩の皆さんも色々なことに挑戦してくだ
さい。

 　日本建築科は、全国でもとても珍しい日本の伝統建築工法を学ぶのに特化した学科です。私た
ちは週に１回、１～６限すべてを使って外部の大工さんを講師としてお招きし大工実習を行ってい
ます。大工技術の基礎と応用を丁寧に優しく教えていただき、皆で技能検定(大工の技能を証明す
る資格)合格を目指し頑張っています。学科では大工だけではなく建築に必要な多くの知識を先生
方から丁寧に教えていただきます。また、２年生ではインターンシップ(就業体験)を行い、３年生で
は卒業課題で実践的な製作をします。ここでしか学べない充実した３年間になると思うので建築を
学びたい人は、ぜひ日本建築科に！！

進路を決めるうえで大切なことは、目の前のことを頑張ることです。明日が本番だという気持ちで
日々努力すれば良い結果に結びつくと思います。私が合格できたのは、今まで自分が頑張ったこ
とをしっかりとアピールできたことと、友人や先生方に支えられ、その期待に応えたいという思いが
強かったからです。自分に何ができるかを明確にし、頑張って下さい。

私は高校を卒業したら就職したいと考え、他校より就職率がよい新津工業高校に入学しました。
鉄道に興味があったので、就職先は地元の車両製作会社にしました。日本初のオールステンレス
車両で、首都圏を走行する通勤車両を製造することにやりがいを感じたからです。これから就職を
考えている人は後悔しないように何事にも取り組んでください。目標に向かってしっかり準備し、進
路実現をしてほしいと思います。

在校生からのメッセージ

   工業マイスター科では、実習時間が本校の他の科、県内の工業高校より多く、実践的でより専
門的な知識や技術が身に付き、自分の進路に大きく貢献してくれます。資格・検定では、豊富な知
識と確かな技術を持つ先生方が教えて下さり、放課後などの空き時間での努力を惜しまず勉学に
励むことで、”高い合格率”を誇っています。実習では、１年生は、工業の知識・技能の基礎をしっ
かりと学び、２年生では、学んだ基礎を使ってのものづくり、３年生では、これまでの実習の応用や
技術の向上を目指しものづくりをします。３年間一緒の仲間たちと過ごす学校生活は、何にも変え
難い時間になると思います。

   私は、生産工学科で特色ある授業のもと、製品製造の専門的な技術基礎の習得とその技術向
上の為、日々楽しく学んでいます。
 　特に、２年生でのインターンシップでは、工場見学や溶接作業を現場で働いている技術者の方
の指導のもと、行わせていただきました。実際に「ものづくり」を行うことの大変さとやりがいを感じ
るなど、貴重な体験をすることが出来ました。
 


　 ロボット工学科は、県内でとても珍しくロボットの開発、メンテナンスができる人材を育成するた
めに設立されました。 私はこれからの社会には、ロボットが普及しメンテナンスする人材や開発で
きる人材が必要とされると思いこの学科に入りました。より専門的な学習だけでなく、数多くの資格
を取得できるので、自分のスキルや技術を向上させることができます。
　また、現場で働いている技術者の方が講演や実技指導をしてくださったりと実習も豊富です。就
職にも進学にも強い励みになります。
 



はじめに 
 

新入生の皆さん、我らが新津工業高校へようこそ！ 

このスクールガイドでは新津工業高校における行事、部活動・同好会

などの情報や、知っているとお得な情報を紹介します。新津工業高校

に対する疑問などを解決することに、このガイドを是非活用してくだ

さい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 



新津工業高校知っておくと便利な情報コーナー 
 
このページでは、新津工業高校に関する知っておくと便利な情報をお伝えします。 
 
              パン販売について 
 
 新津工業高校では、昼休みに１棟２階の渡り廊下でアベキューさんがパン販売をしてい

ます。 
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           備品購入について 
 
 もしもボタンやリボンを失くしてしま

ったときは、体育科の先生のところへ行

きましょう。 
 値段は消費税などの関係で変動があり

ますが、以下を参考にしてください。 
・男子ボタン・・・各 80 円 
・裏ボタン・・・・   20 円 
・校章バッチ・・・  350 円 
・女子リボン・・・1,300 円 
・内履き・・・・・5,100 円 
・外履き・・・・・4,500 円 
・体操着・・・長袖 5,700 円 
       半袖 2,700 円 
     長ズボン 4,500 円 
     半ズボン 2,900 円 
    （ ※ 特注は別途 ） 

    学年の色分けについて 
 
 入学したばかりで、この人が何年生か

わからないことがあるかもしれません。 
でも大丈夫！気になったら相手の靴ひも

や自転車のステッカーを見てみましょ

う！ 
 それぞれの学年と色の振り分けは以下

の通りです。 
 
 １年生：緑 ２年生：青 3 年生：赤  
 
 
 



      資格試験について 
 
新津工業高校では様々な資格を取ることができ、更に高い技術が得られます。クラス全

員で受けるものもあれば個人で希望して受ける資格もあります。どの資格も先生方がサポ

ートしてくださるので、万全の準備で本番に挑めます。 
資格は、就職・進学の際にも本人の努力として高く評価されます。ジュニアマイスター

制度もあるので、ぜひ挑戦してみてください。 
また、漢字検定等も受けられて、普通科の高校よりも資格の数が多いので、「2・3 年生に

なってからでも・・・」では間に合わないこともあります。ですので、自分の実力を試す

意味でも是非取り組んでみてください。 
 下の表は資格試験の一部です。 
 
 

                資格試験一覧 

                 計算技術検定 
                 情報技術検定 
                危険物取扱者試験 
                 ２級ボイラー 
                 基礎製図検定 
                 機械製図検定 
                  漢字検定 
                  英語検定 
                ガス溶接技能講習 
              JIS 溶接技能者評価試験 
                  QC 検定 
                 第二種電気工事士 
                 IT パスポート 
                  技能検定 
       普通旋盤・フライス盤・マシニングセンタ・機械検査・電気系保全 
      シーケンス制御・機械組立仕上げ・電子機器組立・大工工事 
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   令和３年度 年間行事予定 
学期 月              主な予定 
 
 
 
 
1 学期 

 
4 

           対面式・始業式 
           部活動加入集会 
             壮 行 会 

5             生 徒 総 会 
           中間考査（3 日間） 

6              体 育 祭 
7            期末考査（4 日間） 

            終 業 式 
 
 
 
2 学期 

10            中間考査（3 日間） 
           マラソン大会 

11 飛 翔 祭（文 化 祭） 
12            期末考査（4 日間） 

           球 技 大 会 
            終 業 式 

 
 
3 学期 

1           始業式・4 役任命式 
       1 年生ウインタースポーツ教室（3 日間） 

2            学年末考査（4 日間） 
3              卒 業 式 

             終 業 式 
 
注意：月・日等は変更される事があります 
 
令和３年度の主な行事は上の表のようになっています。 
では、その中でも特に注目したい行事について説明します。 
 

４月 対面式 

対面式は新入生の皆さんが２・３年生と対面します。その後に部活動紹介が行われるので

すが、毎年どの部活も工夫をこらしたり、面白かったりなど、とても楽しく見られます。

また、この日から仮入部ができるので、是非興味のある部活を見学してみてください。 
 
 
 
 

４ 



6 月 体育祭 

最初に行う大イベントがこの体育祭になります。軍団は学科ごとで分けられ、３年生を中

心に軍団同士で様々な競技で得点を競い合うことになります。その中で、各軍団それぞれ

が踊りを披露する応援合戦や個性的なパネルも特徴のひとつです。１年生も先輩からいろ

いろ教えてもらいつつ楽しみましょう。 
 

10 月 マラソン大会 

学校を出てぐるっと回って走って帰ってくる、全校生徒によって行われるイベントです。

男子約８キロ、女子約３キロを道路のド真中を堂々と走ることができます。本番前に体育

の授業でも練習できるので、当日は意外と楽しかったりします。 
 

１１月 飛翔祭 

飛翔祭（ひしょうさい）とは、他でいう文化祭のことです。 
飛翔祭では、クラス単位によるさまざまな活動が展開されます。３年生は飲食関係、２年

生は実習の実演・体験および作品の販売、１年生は工業高校らしい活動をそれそれが考え

提供します。ほかにも、各部活の出し物や有志のイベントなど内容は盛りだくさんです。

きっと良い思い出となるでしょう。 
 

１２月 球技大会 

クラス対抗で球技試合を行います。例年バスケットボールやバレーボールなどで、授業で

も練習の機会が与えられます。チーム内の交流から友達の新たな発見もあることでしょう。

クラス全員一致団結して頑張れます。 
 

1 月 ウインタースポーツ教室 

高校での学校生活にも慣れてくる頃に行う、１年生だけのイベントです。施設まで行って、

２泊３日の泊まりがけでスキーを習うことができます。友達とより一層仲を深めたり、ク

ラスメイトの意外な一面を見ることができたり、とても楽しい３日間になることでしょう。

板やウェアなどはレンタルできるのでとても気軽に楽しめます。 
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       実習について 

旋盤実習 
この写真は旋盤という工作

機械を使い作業をしている

様子です。  

旋盤作業では、加工したい材

料を固定、回転させ、そこに

刃物をあてて目的の形状になるように削ります。 
 
 

溶接実習 
溶接には様々な種類があり、

用途に合った使い分けをし

ています。 

溶接のコンクールも開かれ

ているため、皆さんがコン

クールに出られる可能性も充分あります。最優秀賞を目指し

て頑張ってください。 

 
６ 



 

シーケンス実習 
シーケンス制御はパソコン

でプログラムを作り、プロ

グラムをもとに機械を動か

したり止めたりします。 

身近なものでは信号機や 

エレベータなどに使われている制御システムです。 
 

木工実習 

日本建築科の実習は、週に

一回一日全部を使って行

われます。現役の棟梁の方

から指導をして頂けるの

で、プロの技を間近で見る

ことができます。上手に課題を完成させるのも大切ですが、

実習の前に行う自分の道具の手入れも大切です。また、刃物

を扱っているので怪我もしやすいです。実習中は身の回りに

気をつけ“安全第一”がとても大切です。 
７ 
















