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※�本誌情報は全て2021年6月のものです。2021年秋発行予定の「生徒募集要項」を必ず確認してください。

加茂暁星高校 検索

ホームページ
毎週更新中！

2021年度 学校説明会スケジュール

●午前の部
●午後の部

8.2 月
●午後の部

10.23 土
●午前の部
●午後の部

9.4 土

学校説明会の最新情報はホームページでご確認ください。
※学校説明会参加の際は、公共交通機関・無料往復送迎バスをご利用ください。
※�新型コロナウイルス感染拡大の場合、変更する場合があります。

定員 �各回普通科先着50名・看護科先着30名

内容 �学校説明会・模擬授業・先輩と話そう・入試相談

看護科 出前授業 受付中！
いのちの大切さや看護の仕事など小学
校・中学校側の要望に応じてテーマを
設定します

個別学校見学・入試相談
ご希望の方は電話でお気軽にお申し込
みください

現役進学実績

●国公立大学 6名　�●公立短大 1名　�●国立大学�養護教諭特別別科 2名

国公立大学・短大・別科 9名令和３年度



利 他 の 心

困っている人に
常に慈悲の心で

救いの手をさしのべる
ことができる

目標・理想を掲げ、
成功・失敗から学び続け

自分を高めていく

自己 研 鑽

仲間と協調し貢献し、
他人の成功や成長を

喜びとし
互いを高め合う

協 調 性
連携する表現者を育てる教育

　暁星とは夜明けの空に残る星です。本校の名前の由来
は、大志をもって暁の星の下で学業に励む青年たちのそ
の姿です。地域の青年たちの「学びたい」という強い思い
に突き動かされ、西村大串禅師（大昌寺住職・東京帝国
大学文科英文科卒）は、働きながら学べるように、朝４
時から６時までお寺の本堂で講義をしたことが本校の始
まりです。
　101年たった今、社会は大きく変容しました。現在の生

徒たちは教 室での知 識のインプットだけではなく、
youtuberのように自己を表現することに渇望しています。
教室を飛び出て、フィールドワークや実習を通じて外部と
接し、学んだこと感じたことを発信し、その反応をまた取
り込んで成長していくことが社会でも求められています。
　校歌の「神杉競ひて天をさす」のように、生徒の成長
したいという思いを引き出し、伸ばしていくことが本校の
使命であると考えています。

加茂暁星高等学校 校長 西村 香介

校長先生からのMessage

加茂暁星高校で可能 性を開花！ 実は君…
すごいんだよ
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2020年度卒業
福島大学　
行政政策学類

丸山 莉奈

入学当初は何度も高校をやめたいと思っていました。１年

生の時に担任の先生と相談した結果、国立大学現役進学

を目指して、人生を大きく変えたいと思うようになりました。

その夢が実現したのでほんとうに良かったです。

人との関わり方です。友達が少ないほうでしたが、先生、

先輩、後輩がいてこそ、たくさんの物事に気づくのだと 

わかりました。

熱心な先生方がたくさんいることです。困ったら頼って 

アドバイスをもらうといいです！

普通コースから国立大学現役合格は無謀な挑戦といわれ

ましたが、そんなことありません。私は、普通コースから

国立大学に現役合格できました！努力して、あきらめなけ

れば実現することがたくさんあります。頑張ってください！

A1.

A2.

A3.

A4.

良かったです。勉強に困った時はすぐに聞くことができるし、休み時間には先生と

色んな話をしたり加茂暁星は先生と生徒の距離が近くなんでも気軽に相談したり 

することが出来たからです。

新型コロナウイルスの影響で高校3年間という限られた時間の中で休講になり、リモー

ト授業がほとんどで楽しみにしていた行事も出来ないことが多くとても残念な気持ち

でした。初めての環境に慣れないことだらけでしたがこの状況を通して先生や友達と

過ごす時間の大切さ、当たり前だと思っていた日常の大切さを学ぶことが出来ました。

加茂暁星高校は山の上にある学校なので天気がいい日の夕方には夕日がとても綺麗に見え

ます。天気がいい日の夕方は綺麗な写真も取れちゃうのでインスタ映え間違いなしです！笑

私は、将来の夢がはっきり決まってないまま加茂暁星高校に入学しました。高校3年

間の中で進路説明会に参加したり、先生方も親身に相談に乗ってくれたりしたおかげ

で将来の夢も決まり今は保育士

になるためにピアノや勉強を頑

張っています。今、夢が決まって

ない子でもきっと3年間の中で見

つかると思うので焦らず色んなこ

とにチャレンジして楽しい高校生

活を送ってください！！

A1.

A2.

A3.

A4.

2020年度卒業
新潟中央短期大学　
幼児教育科

三星 さくら

2020年度卒業
仙台大学　体育学部

佐藤 健

よかったです。部活に打ち込める友達、進路に向かって

進む友達と出会えたからです。

コツコツ勉強することの大切さです。それが、進路に

結び付いたと思います。

「心の広い先生」がたくさんいます。頼った方がいい 

ですよ！

「自分の興味があることに打ち込める」高校・大学選び

をしてください！

A1.

A2.

A3.

A4.よかったです。高校で自分の将来やりたいことが見つけ

られたからです。

あきらめないことの大切さです。（←初の北信越出場時の

キャプテンでした）

教員のキャラがみんな濃すぎることです。

加茂暁星高校は、自分のやりたいことを探すことができる

学校でもあるし、自分が夢中になりたいことをやれる 

学校です！

A1.

A2.

A3.

A4.

2020年度卒業
新潟大学　経済科学部

宮沢 拓弥

現役時代の練習風景

もちろんです！同じ志をもつ仲間と助け合
いながら学び、20歳で看護師資格を取得
できたことです。

同じ病気の方でも同じ看護は二つとありま
せん。個別性を汲み取り援助することの大
切さを学びました。臨地実習では、看護
の実践力を磨きながら社会人基礎力も身
につけることができました。

商店街のカレー大会で優勝しました！今思
うと、仲間とアイデアを出し合い協力した
ことは、看護実践に通じていたと感じます。

看護科の先生方は、どんなときも親身に
なって考え、より良い方向に導いてくださ
います。15歳の決意を大切にしてください！

A1.

A2.

A3.

A4.

他の課程よりも、若く看護師としての経験をつめるので、若いうちにいろいろなことにチャレンジできます！５年一貫校である加茂暁星高等学校に入学して良かったなぁと思います。

５年という長い期間、同じメンバーと学ぶことにより、チームワークと自分で考えて行動する力が得られたと思います。

先生との距離、生徒同士の距離が近いです！相談もしやすいし、卒業後も仲良くしてる人が多いですね！

１年早く看護の現場に立てることはとても大きいことだと思います！若くして現場に出ても、授業をちゃんと受けていたら、遅れを取ることもないし、心配はいらないと思います！もっと学びたければ、大学に編入することもできます。卒業してからも、いろいろな可能性が広がっていますよ！

A1.

A2.

A3.

A4.

はい！最短で看護師になれるところが最大の魅力だと思います。また、実習先の病院に加茂暁星修了の先輩が多くいて、実習中や就職後も声をかけてもらえてすごく心強いです。

看護師になるための知識をつけて、仲間と協力すればいろいろなことを乗り越えるられるということを学びました。

看護科に入ると専攻科でも研修旅行があること。仲間との楽しい思い出がたくさんできます！

中学生で将来を決めることは
とても難しいことだと思いま
すが、目標を持って学び続け
られる看護師という職業を選
んで良かったと思っています。
私は認知症に興味を持ち学習
を深めましたが、他にもいろ
んな分野のエキスパートナー
スになることもできますよ！

A1.

A2.

A3.

A4.

はい。最短期間で看護師になることができました。同じ目標を もつ仲間と貴重な時間を過ごし、互いを理解しながら支え合えたと思います。

日々努力することの大切さです！看護師国家試験に合格するためには、幅広い知識が必要です。実習では、積み重ねた知識や看護技術をもとに患者さんへの援助を考え実践します。高校で継続した努力は、医療現場で働いてからも役に立っています。

学年を越えてのレクリエーション、体育祭、文化祭など、楽しい行事がたくさんあります。体を動かしてリフレッシュできます！
加茂暁星高校は看
護師としても、人間
としても成長できる
学 校です。加茂暁
星高校で充実した
５年間を過ごしてく
ださい。

A1.

A2.

A3.

A4.

良かったです。看護師になるための最短
ルートなので、もちろん大変なこともあり
ますが、忍耐力や時間管理をする力が身
につき、現場で役立っています。

報告、連絡、相談の大切さです。チーム
で情報共有することや、他者の意見を聞
いてみることで視野が広がり、より患者さ
んにあった看護ができることを学びました。

新校舎ができ、実習室や設備が充実して
います。

他学年との交流も多くあるため、先輩や
後輩とも仲良くなれます。そして５年間を
一緒に過ごすため同学年の友人同士の絆
も強くなります。意志を強くもって頑張って
ください。

A1.

A2.

A3.

A4. 2019年３月
看護専攻科修了
早川 みのり

2020年３月
看護専攻科修了
長谷川 海

2019年３月
看護専攻科修了
渡邊 未来

新潟大学養護教諭特別別科進学
2020年より養護教諭として県立
高校に勤務

新潟白根総合病院勤務

病院勤務を経て新潟医療福祉大学看護学部看護学科に編入学

2012年３月
看護専攻科修了
高橋 祥子

仙台医療センター附属仙台看護
助産学校 助産学科進学
助産師として県外の病院に勤務

2009年３月
看護専攻科修了
岡 里美

県央地域の病院に
看護師として勤務、
10年目の時に認知
症看護認定看護師
の資格を取得

先輩からのメッセージ
加茂暁星高校の

100周年
輝く
卒業生

総合コース（旧：普通コース）卒業

アスリートコース（旧：スポーツコース）卒業

看護科・看護専攻科卒業

加茂暁星高等学校に
入学してよかったですか？
その理由は？

高校３年間（5年間）で、
学んだことは
何ですか？

加茂暁星高校の
ここだけの話

（おすすめ）

中学生へ
メッセージ

Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4

2020年度卒業
福島大学　行政政策学類
荒井 歩海

塾に通わずしても学校の先生を塾の
先生のようにひとりじめできた

受験は１人で戦い抜けない。

休みの日に登校しても受け入れてくれる。
（市の図書館よりも）

加茂暁星高校は中学校の成績がALL３
でも国公立大学に行けますよ

A1.

A2.
A3.

A4.
のびのびと自分の学びたいことを勉強できたので入学してよかったです。
例えば、「歴史的な建物についてくわしく知りたい」と先生に相談したところ、実際に仲間たちと、城下町の古い町並みに連れていってもらいました。加茂暁星の先生や現地の方から、実際にその古い町並みの場所で話を聞くことができました。現場に 行ってただ見学するのではなく、事前に予習したうえで、聞いた説明をメモを取りながら知識を吸収できたので、わかりやすかったです。

どんなに嫌なことがあっても、なんとかなります。先生方や友達が助けてくれます。

愉快な先生がたくさんいます。先生方と接すると楽しいので「この授業、 受けるの頑張ろう！」という、やる気が入りました。

どの高校に進んでも、その３年間をどのように過ごすかで決まります。充実した高校生活を送るために勉強を頑張ってください！

A1.

A2.

A3.

A4.

2020年度卒業
新潟大学　教育学部
鶴巻 風雅

アカデミックコース（旧：探究コース）卒業
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系列校進学のメリット
●�新潟経営大学や新潟中央短期大学ヘ
優先的に進学できます

●入学金などが免除になります
●�サッカーでは新潟経営大学進学で、
高校・大学と連携して７年間の一貫
指導を受けられます

入学金 授業料 検定料

新潟経営
大学

全額免除 
免除額 

200,000円

最長4年間 半額免除 
免除額 

335,000円

全額免除 
免除額 

30,000円

新潟中央
短期大学

全額免除 
免除額 

230,000円

2年間 半額免除 
免除額 

295,000円

全額免除 
免除額 

30,000円
その他 高校・大学で一貫指導（サッカー部など）

新潟経営
大学

新潟中央
短期大学

加茂暁星
高校

加茂暁星
学園

アカデミックコース普通科

将来のキャリアデザイン例

・国公立大・難関私大に進学する
・新潟経営大学に進学してグローバルな経営者を目指す

・在学中、公費で交換留学ヘ

●大学入試に向けた学習に力を入れているコース
●２年生からは文系・理系に分かれ、少人数クラスで指導
●部活動との両立も可能（一部除く）

国公立大学や難関・有名私立大学に進学したい！
英語の学習に力を入れたい！

→p.6

アスリートコース・総合コースとは別に募集します。
アスリートコース・総合コースを第２志望にできます。

医療の最前線で活躍する看護師になりたい！

→p.14

将来のキャリアデザイン例

・看護師として医療機関に就職
・助産師を目指し進学

・養護教諭を目指し進学
・大学編入し、さらに看護の勉強を

●県内唯一の５年一貫看護師養成課程
●高校３年間は普通教科を中心に看護の基礎・基本を学習
●知識・技術・人間性を備えた看護師になれるよう指導

看護科・看護専攻科
普通科と別に募集します。普通科を第２志望にできます。

将来のキャリアデザイン例

・新潟経営大学・有名大学に進学する
・�新潟中央短期大学に進学して保育士・
幼稚園教諭に

・公務員試験を受けて公務員に
・民間企業へ就職

●�検定を武器に希望進路を実現！
●英検・数検・漢検取得で客観的な基礎学力を育成
●進学にも就職にも幅広い進路に対応しているコース

探究活動を通して様々な価値観を身につける
多面的・多角的な視点から進学・就職に

→p.12

総合コース普通科

７限は自分のやりたいことをやる
進学したい人は、「進路探究」
自分探しの人は、「探究活動」
アスリートコースの人は「部活動」
加茂暁星高校では「やりたいこと」を徹底サポート�

Google for Educationで
ワクワクドキドキ
生徒が１人１台端末と高速なインターネット学習環境を実現
従来型の授業とは違う世界で才能開花

「え！大学に進学したの！」
「中学生のときに成績の伸びなかった生徒」が、国公立大学に現役進学できた
多数の実績。看護専攻科から大学編入や国立大学養護教諭特別別科(保健室
の先生の養成課程)への多くの進学実績。実績をふまえた合格に導く方法を、
加茂暁星高校はもっています！�

「他の高校でできないこと」を

加茂暁星高校で

私立公立 加茂暁星の
系列校
4 4 4

推薦

子どものために　子どもと共に　
学びつづける保育者
幼稚園教諭・保育士を目指すなら新潟
中央短期大学！豊富な実践的授業で保
育・幼児教育に必要力が身に付きます。

幼児教育科

新潟中央短期大学
幼児教育の専門家を養成

経営情報学部
経営情報学科
スポーツマネジメント学科

人と社会を幸せにする術を学ぶ大学です
新潟経営大学は、人や社会にとっての利
益を追究し、様々な課題を解決するため
の知識や技能が修得できる大学です。
経営学を軸に、学生の興味・関心を掻
き立てる様々な科目を設置しています。

新潟経営大学
経営のエキスパートを養成

将来のキャリアデザイン例

・３年間の努力で大学進学
・新潟経営大学に進学してスポ一ツ関連職に

・公務員試験を受けて公務員に
・民間企業へ就職

●�強化指定部（サッカー部・硬式野球部・女子バレーボール部）対象のコース
●�全国レベルのコーチ陣による熱血指導
●�英検・数検・漢検取得で客観的な基礎学力を育成

部活動に集中する高校生活を送りたい！
スポーツに関わる仕事につきたい！

→p.8

アスリートコース普通科

対象強化指定部�：サッカー部／硬式野球部／女子バレーボール部
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国公立大学　有名私立   大学現役合格へ
生徒一人一人にあわせた   学習プログラム

新世紀元年─加茂暁星高校がさらに進化！
①�授業カリキュラムの変更�

授業は、６時間授業に！ 
７時間目は各自のスキルアップの時間に！！ 

（部活・進路探究・ボランティアなど自分のスキルアップの時間に）

②Chromebookを配付　授業や復習で活躍

一人ひとりに対応した、
面接・口頭試問・小論文指導
　大学によって、どのような高校生を大学生
として迎え入れたいのか、その意図により、
面接等の試験は変わってきます。各大学の
データを分析したうえで、ていねいな指導
を行い、現役合格へと導きます。

高い実力を認識させる
模擬試験
　模擬試験は、全国で生徒自身がどの位置
にいるか大学入試においては必須のデータ
源です。事前の対策指導、模試本番、終了
後の復習を通じ、実力を積むこと。さらに
は第１志望の大学との距離感を知るきっか
けとなるのが模試です。

必要に応じて
オンライン指導も

行います

１年生 ２年生 ３年生

アカデミック
コース

理系コース 理系コース

文系コース 文系コース

アカデミックコースは、２年生進級時にそれぞれの
希望進路に応じたコースを選択できます。

コース

進路データ
（国）茨城大学
（国）新潟大学
（国）福島大学
（公）長岡造形大学
（公）新潟県立大学
（公）会津大学短期大学部
新潟薬科大学
新潟医療福祉大学
新潟国際情報大学

新潟工科大学
新潟青陵大学
新潟産業大学
開志専門職大学
敬和学園大学
大東文化大学
玉川大学
帝京大学
新潟中央短期大学

ほか

アカデミック
コース

普通科

先端授業で英語力をアップし、
国公立大学・難関私立大学
合格をめざす！

アカデミック奨学金制度適用コース

アスリートコース・総合コースとは別に募集します。
アスリートコース・総合コースを第２志望にできます。

新テスト
 対応！

加茂が育てた
ポジティブティーチャー

アカデミックコース

藤⽥ ⼀輝 先生

　私は加茂市で生まれ、加茂市で育ち
ました。加茂市をはじめ、地元のため
に働けることは私の誇りです。
　さて、アカデミックコースでは国公
⽴大学を主として、大学進学を目指す
生徒たちが勉学に励んでいます。大学
受験に挑むにあたり、目標実現のため
の気持ちを強くしなければなりません。
私は最強のポジティブ思考の持ち主だ
と自負しています。教科学習をしっかり
と行うことはもちろんのこと、考え⽅や
想像する力を磨いていきましょう。
　私の座右の銘は「夢は⼝に出すと強
い」です。前を向き、夢を大きく語り
合いましょう。すると、夢や目標がおの
ずと近づいてきます。

Te a che r ' s  Me s s a ge

身につけたスキルを生かして
自分で行動
探究学習

主体性
多様性　協働性

知識技能を生かして思考力・
判断力・表現力を２年生から
鍛えます
小論文・総合問題　指導

思考力
判断力　表現力

知識　技術

日頃の授業と土曜
講習で培った知識
技能を発揮
英語検定　
漢字検定

国公⽴・私⽴大学の入試で重視される「学力の3要素」が
着実に身につきます！楽しく毎日学校に通っていると、
ハッと気がついた時には、大学合格の実力が身についています！ 

曲がったことが大嫌い

雑談を交えながらの授業が
分かりやすくておもしろい！

元気があってパワフル！

藤⽥先生ってどんな⼈?

自称、運動神経がいいらしい（笑）…

在 校 生 に 聞 き ま し た
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公⽴や他の私⽴では受けられない全国
レベルの高度な指導を加茂暁星高校で
は受けることができます。その指導を
自分のものにして輝くのはあなた次第！
挑戦者を待っています！

全国レベルのコーチ陣
による熱血指導

サッカ⼀部・硬式野球部には寮があります。学校
から徒歩数分でアクセスも抜群。朝夕の食事も提供
しています。他人との共同生活と、身の回りのこと
を自分でする習慣を付けることで、協調性と自⽴ 
した精神を養います。

寮完備で、県内外からも
多くの生徒が入学

技術を向上し、
夢を叶えるための環境

部活力
 UP！

文武両道を目指し学習面にも力を入れています。

大学進学し、より大きな夢を叶える生徒もたくさん

います。

部活動で培った集中力で

受験突破

文 武 両 道

部活で培った集中力を受験に生かす！�文武両道！

1年時 2年時 3年時

普通科
アスリートコース�総合進学

普通科
アスリートコース�特別進学理系

普通科
アスリートコース�特別進学文系

普通科
アスリートコース

勉強だけ、部活だけなんてもう古い！

加茂暁星高校アスリートコースは文武両道！�部活をしながら

進学も視野に入れて活動しています。

もちろん国公立大学進学を目指している生徒もいます！

国公立有名大学  ● 新潟大学

有名私立大学  ● 東洋大学　● 文教大学　● 桜美林大学
進学先

第143回

北信越地区高等学校

野球新潟大会

優勝

成果が

出始めて

�います！

今 だ からこそ
サポートも

万全！

アスリート
コース
部活動と学習を両立させながら
夢に向かって躍進するコース

対象強化指定部�サッカー部／硬式野球部／
女子バレーボール部

進路データ
（国）新潟大学
東洋大学
文教大学
駿河台大学
桜美林大学
立正大学

上武大学
城西大学
帝京平成大学
敬和学園大学
新潟経営大学

ほか

普通科

98



情熱の
ファンタジスタ！

　加茂暁星高校サッカ⼀
部は、強化部として全国を
目指し活動しています。まだま
だ発展途上のチームですが、「愛さ
れる選手・愛されるチーム」になれ
るよう、部活動だけでなく、学校生
活や普段の生活のことも考えて行動
できるように、全員で取り組んでい
ます。 選手たちの雰囲気も良く、部
員全員で協力しながら、真剣に活動
しています。

サッカ⼀部 

倉茂 俊介 監督

Te a che r ' s  Me s s a ge

勝利へ導く
蒼き炎の闘将！

　本校野球部の目標は「甲子園
出場」、目的は「人格形成」です。
　日々の活動で野球への探求心を深
め、本気になって甲子園を目指します。
活動を通じて野球だけではなく、
ルールやマナ⼀を守り「応援される
チームを作る」ことや、「考える力」「社
会性」を身につけ、卒業後もリーダー
になれる人材育成を目指しています。

「本校で野球がしたい」という生徒を
大切にしていきます。

Te a che r ' s  Me s s a ge

硬式野球部  

高橋 諒 監督

■ 大会成績

平成31年度新潟県高等学校
春季地区体育大会 ベスト�16
第72回全日本バレーボール
高等学校選手権大会　
中越地区予選

ベスト�16
令和元年度新潟県高等学校
秋季地区体育大会

ベスト�10
（代表決定戦2勝により）

令和元年度新潟県高等学校
バレーボール新人大会
中越地区大会（小林杯）

第３位

令和元年度第40回
新潟県高等学校バレーボール
1・2年生大会

ベスト�16
三条市近郷高等学校　
バレーボール大会 優勝春の頂へ

スローガン

学生スポーツのNo.1
春の高校バレー出場

目　標

スローガン

挑戦者　
～闘争心・自尊心・平常心～

甲子園出場
目　標

女子バレーボール部

硬式野球部

不撓不屈
スローガン

全国で活躍できる
チーム・⼈材の育成

社会に貢献できる
⼈材の育成

目　標

サッカー部

■ 大会成績

第141回
北信越地区高等学校

野球新潟大会

３位

第143回
北信越地区高等学校

野球新潟大会

優勝

　『春の頂へ』を合言葉に春高出場、
各自の進路目標実現を目標にしている
部活動です。校舎は古いですが、専用
の体育館での練習、監督、コーチから
の熱心なコーチング、高校生活をバレー
ボールにかけてみたい人にとっては、こ
れ以上ない環境です。また学習面でも
様々な先生からサポートをうけることが
でき、進路目標実現に向けても、各自
が高い目標を持ち、学習に取り組んで
います。高校生活で文武両道をしっか
りとしたい人は是非、加茂暁星バレー
部にきてください。⼀緒にがんばってく
れる仲間をチーム全員で待っています。

合言葉は『春の頂へ』
私たちと目標実現を目指そう！�

S t ude nt ' s  Vo ic e

普通科アスリートコース

岡⽥ 真弥さん

加茂市⽴葵中学校　卒業

■ 大会成績

平成26年度
第95回 全国高校

サッカー選手権大会
新潟県大会

準優勝

平成27年度
北信越高等学校

体育大会
サッカー競技大会

新潟県代表
（初出場）

平成30年度
新潟県高等学校

春季地区体育大会
県央地区サッカー競技大会

優勝

平成27年度
新潟県高等学校

体育大会
サッカー競技大会

準優勝
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やりたいことは自分で　見つけろ！！

総合
コース

普通科

普通の勉強？
そんなのやめよう！
可能性を開花させる時だ

幅広い
 進路に対応！

進路データ
●進学（大学）
（国）福島大学
新潟国際情報大学
新潟経営大学
駒澤大学
新潟中央短期大学

など

●就職
JAにいがた南蒲農業協同組合
JR東日本テクノロジー（株）
東芝ホームテクノ（株）

など

●進学（専門学校）
三条看護・医療・歯科衛生専門学校
国際ビューティモード専門学校�

など

１年生 ２年生 ３年生

総合コース

アカデミック
コース

総合コース

アカデミック
コース

総合コース

２年生進級時にアカデミックコースに変更できます

コース

※３年生進級時にはコース変更できません

進路も勉強も部活動もLet's�Enjoy!!
学校生活全力サポーター

総合コース 

古澤 恭子 先生

Te a che r ' s  Me s s a ge

五泉市茶道家を
訪問

胎内市での
自然体験

村上市
町屋見学

他とは違う？？ 総合学習で進学有利？？　高校は通過点！加茂暁星では進学・就職するときの即戦力を育てま
す。そのためにGoogle for Educationを利用してICT技術を高めます。

　総合コースの総合の時間では、地域に対して問題意識をもち、それ

をテーマに調査を行い、その結果をまとめ、他者に伝える基本的な技

能を身につけることを目標とします。

　活動を通して「調べる」「まとめる」「伝える」などの技能を身につけ

将来につなげます！

ミライクプロジェクト

　現代社会はインターネット技術が発
達し、スマートフォンを始め、様々な端
末があり、知りたい情報がすぐ手に入
ります。しかし、その情報が全て正し
いというわけではありません。
　また、知りたい情報を調べて終わり
では真の知識とは言えません。本校で
は自分自身の知りたいこと、追究したい
ことを自らの⾜で調べ、伝える「MIRAIQ
プロジェクト」があります。
　資格をたくさん取得したい、興味が
あることをくわしく調べたい、多くの人
と関わりたいなど取り組みたいことは
人によって千差万別です。ぜひ、皆さ
んのチャレンジしたいことを加茂暁星
高校で取り組んでいきませんか？私た
ちが皆さんを全力サポートします!!

時に厳しく、時に誰よりも優しく
メリハリがあります

英語の発⾳がネイティブみたいで、
授業が分かりやすい

フレンドリーでかわいい

古澤先生ってどんな⼈?

困った時の頼りになる存在です

在 校 生 に 聞 き ま し た
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進路データ
●進学
新潟大学養護教諭特別別科（養護教諭）
山形大学地域教育文化学部養護教諭特別別科（養護教諭）
富山県⽴総合衛生学院保健学科（保健師）
母子保健研修センター助産師学校（助産師） ほか

●就職
下越病院
木戸病院
五泉中央病院
済生会三条病院
三条総合病院

三之町病院
燕労災病院
富永草野病院
長岡中央綜合病院
新潟県⽴病院

新潟市民病院
新潟白根総合病院
新潟大学医歯学総合病院
新潟脳外科病院
新潟病院 ほか

（五十⾳順）

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年

中
学
校
卒
業

��加茂暁星高校
看護科
〈3年〉

普通教科を学びながら
  看護の基礎・基本を学びます

受
験
な
し
で
専
攻
科
へ

加茂暁星高校
看護専攻科
〈2年〉

専門性の高い看護の
知識を学びます

看
護
師
国
家
試
験
受
験

高等学校〈３年〉 受
験

看護大学〈４年〉 看護師国家試験受験

看護短期大学〈３年〉 看護師国家試験受験

看護専門学校〈３年〉 看護師国家試験受験

５年で国家試験
�受験資格が得られます！

４年制大学へ編入
看護専攻科修了後、４年制大学に編入する
ことが可能になりました。看護系大学に編
入し、保健師を目指すこともできます。

あこがれの看護師に！

医療の最前線で活躍する看護師への近道。
５年一貫教育により20歳で
看護師国家試験合格をめざす！

普通科と別に募集します。普通科を第２志望にできます。

看護師ってどんなお仕事？

患者さんの心身の苦痛を和らげ、援助する素敵なお仕事

です。看護師は、⼈の命や健康を守るプロフェッショナル。

「看」には「手をかざしてみる」、「護」には「守る」という

意味があり、患者さんをよくみて、必要な援助を行うこと

が看護の基本です。病院だけでなく、診療所、訪問看護

ステーション、老⼈保健施設、企業、保育所や学校など、

さまざまな場所で働くことができます。

看護科・
看護専攻科

専門学校や大学へ行くより早く看護師になれる！看護師への
最短コース

実習着を着て、実際の病院で使用している
医療機器を使って看護技術を学びます。

校内演習

５年間の折り返しの時期である看護科３年
生の時に戴帽式を行い、看護の道に進む
心構えをより⼀層強いものにします。

戴帽式

専攻科に進むと、医師や薬剤師などによる
授業もはじまり、看護師としての知識をさ
らに深めます。

授業

看護科２年生で、はじめて実習着を着て病
院で実習を行います。

看護臨地実習

病院、老人ホーム、こども園などさまざまな施設で、さまざまな年代の⽅々に対する看護を
学びます。

看護臨地実習

看護科１～３年生では普通教科と看護教科を学びます。看護教科では実際の様子がイメー
ジしやすいように、モデル人形や動画などを活用しています。

授業

　看護師である両親の姿を見て、看護師になり
たいと思い看護科に入学しました。高校１年生
から普通科目に加え、看護の専門科目を学ぶの
で、大変だと思ったこともありますが、自分の夢
に直結する勉強ができるのでやりがいが大きい
です。看護師への道のりは平坦ではありませんが、
毎日新しいことを学べること、同じ夢をもつ仲間
や実習で出会う患者様、看護科の先生⽅など、
私を応援してくれる人がたくさんいることが、私
の心の支えになっています。

両親の影響で、看護師の道へ。
たくさんの応援に日々支えられています。�

看護師経験をいかして、
⼈間性豊かな未来の看護師を育てます！

　看護師は健康な人や病気を持っている人など、
さまざまな人と出会い、命を守るやりがいのある
仕事です。看護師として働いていたときは、患者
様から感謝の言葉をいただいたり、患者様が元
気に退院される姿をみたりすると、看護師になっ
てよかったと思うことがたくさんありました。今は、
看護師の経験をいかして、人の心に寄り添える
思いやりのある「白衣の天使」を育てたいと思っ
ています。ぜひ、私たちと⼀緒に命の尊さ、 
看護の楽しさを学びましょう。

Te a che r ' s  Me s s a ge

S t ude nt ' s  Vo ic e

看護科 

⽥浦 香麻里 先生

看護科

大澤 亜純さん

三条市⽴栄中学校出身

未来につながる看護科での学び！
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3 4 5 6
同じ目的を持つ仲間と充実した 環境で学び、看護師を目指そう！

　全国平均を上回る合格実績を維持しています。
試験の傾向を分析し、長年積み重ねてきたノウハ
ウやICTを活用した指導で、全員合格へと全力で
導きます。

　ICTシステムを導入している医療機関も増えてきて
います。実習先で活用するだけでなく、普段の授業
でも、iPadで自分の演習場面を録画し振り返るため
に利用するなど、看護技術の向上につなげています。

　同じ夢を目指す仲間と高校で出会えるのも、本校
の魅力のひとつ。国家試験の勉強や実習先での体験
など、楽しいことも大変なことも仲間と力を合わせ励
まし合いながら過ごす5年間は特別。⼀生付き合える
仲間たちと出会えます。

　本校は、県内唯⼀の5年⼀貫看護師養成課程です。
最短のルートで専門的知識・技術と豊かな人間性を備
えた看護師（いわゆる正看護師）を目指すことができ
ます。高校を卒業後、看護専門学校や看護大学で学ぶ
コースに比べて、学費を抑えて学ぶことができます。

　基礎・成人看護実習室では20床のベッド
を備え、最大80人の学生が学べます。食事
介助や血圧測定など看護の基礎的な技術は
もちろん、医療現場で実際に使われている
設備や器具を使った高度な医療に対応した
専門的な技術を学ぶことができます。
　他にも小児・母性看護実習室、キッズルー
ム、カンファレンスルーム、老年・在宅看
護実習室と、看護師として必要なスキルを
磨くことができる施設が揃っています。
　本物の病院に近い環境で勉強することで、
即戦力となれる知識と技術を身につけま
しょう。

令和２年度
看護師国家試験

合格率

96.4%!
（全国合格率90.4%）

教科書やテキストなどが、
タブレットにすべて入ってい
ます。実習先などへの持ち
運びにもとても便利です！

加茂暁星高校
専攻科２年

看護系私⽴専門学校３年

看護系私⽴大学４年

［高校卒業後の学費］

約150万円

1

学びの
point

学びの
point

学びの
point

学びの
point

学びの
point

2
学びの
point

きめ細やかな指導で
国家試験は高い合格率！

最新の設備を整えた校舎で
夢にどんどん近づける！

ICT教育を導入し、
iPadも活用

一生付き合える仲間と
充実した５年間を！

学費を抑え、
短期間で看護師に

地域と連携した教育で
看護の芽を育みます！

基礎・成⼈
看護実習室

老年・在宅
看護実習室

小児・母性
看護実習室 多目的

トイレ

ナ一ス
コール

キッズ
ルーム

シミュレーション
ルーム

ナ一スコールヘの

対応練習や

集中治療室（ICU）を

想定した実習もあります！

車イスや

モデル人形を使った

実習をたくさん行って

援助技術を磨きます！

最新の設備を一度見に来てくださいね！ 

本物に近い

環境で

学べます！ 

外国⼈看護研修生との国際交流
グローバル化した日本の医療現場
で働くことになる生徒たち。外国人
看護研修生との交流を通し、日本
と異なる医療や看護、文化につい
て学びます。

介護老⼈保健施設を訪問
近くは実習に、将来は看護師になっ
たときに役に⽴つよう、高齢者との
コミュニケーションやレクリエー
ションに参加します。

健康フェスティバル『まちの保健室』
加茂市と連携し、健康チェックや体験教室、健康をテーマにした発表を行
います。地域の⽅ と々交流を深め、人々の健康な暮らしを支えるための地域
における看護の役割を学びます。

カンファレンス
ルーム

看護
図書室

約390万円

約680万円
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School Calendar

KAMO 
GYOSEI

 

SCHOO
L LIFE

01

クラスメイトと仲を深めるだけではなく、日常では経験できないプログラムが盛りだくさんです。

ぜひ、加茂暁星高校で思い出に残るスクールライフを楽しんでください。

― 加茂暁星高校では１年間通して多種多様な行事がめじろ押し ―

クラス対抗の競技を中心に、
多くの熱戦が繰り広げられます！ 

Club Activities

KAMO 
GYOSEI

 

SCHOO
L LIFE

02

●サッカー部［強化指定部］
●硬式野球部［強化指定部］
●女子バレーボール部［強化指定部］
●陸上競技部
●卓球部

●バドミントン部
●空手部
●女子バスケットボール部
●男子バスケットボール部

運動部
●吹奏楽部
●書道部
●華道部
●茶道部

●美術部
●写真部
●英会話部

文化部

― 自主・自立をモットーに ―

同じ目標に向かって部員一丸となって各部、日々の練習や活動に励んでいます。

運動部、文化部ともに充実しており、自分の興味関心のある部活動で

自分自身の可能性を広げてみませんか。

10月 12月11月 1月 2月 3月

• 涅繋会（宗教講話）
•２月一般入学試験
•期末テスト（１・２年）

•卒業式
•３学期終業式
• 新入生オリエンテーション
•３月一般入学試験

•中間テスト
•球技大会
• 弁論大会

•期末テスト
•修学旅行
•２学期終業式
•冬休み
• 国際看護交流会

• 生徒会役員立会演説会
• 生徒会役員選挙
•成道会（宗教講話）

•３学期始業式
• �スキー・スノーボード 
実習（１年）
• 推薦・専願入学試験
•期末テスト（３年）

パフォーマンスコンテストで
チームが団結！

卒業おめでとうございます！初心者グループ・上級者グループに分かれて
スキー・スノーボードを楽しみました！

お祭広場での食品販売も大
人気。地域の方と一緒に楽
しめる文化祭です。

フィリピン

新潟

台湾

フィリピンor 台湾
加茂暁星高校の修学旅行は

▲台湾
親日国として知られ治安が良く、日本語を
話せる方も多いため、人気の高い台湾。日
本との関わりをいろいろな点で感じながら、
異文化を体験できます。

◀フィリピン
セブ島をはじめとした、大小7,000以上の島からなるフィリピンは、
透き通る海に囲まれ、雄大な自然と歴史的建造物で知られる観光
地です。近年経済発展がめざましいと注目されており、若者を中心
に熱気に満ちています。

　修学旅行は、フィリピンもしくは台湾への旅。これもグローバルな人材を
育成するためのプログラムの一環です。
　普段の環境から離れ、言語も文化も異なる場所での生活は、異文化コミュ
ニケーションが体験できる絶好の機会です。
　現地の方とのコミュニケーションは、英語で行います。海外渡航自体初め
てという生徒が多く、全てが新鮮で、楽しい貴重な体験になるでしょう。

※新型コロナウイルス感染症により行き先を変更する場合があります。

日本との文化の違い
など、全てが新鮮で
楽しい５日間の修学
旅行だよ！

4月 5月 6月 7月 8月 9月

•１学期始業式・入学式
•�１年合宿�
オリエンテーション
• 各種検診等
• 降誕会（宗教講話）
• 進級式（専攻科１・２年）

•中間テスト
•身体検査
• 生徒総会
• PTA総会
• �学級懇談�
（個人面談）

•体育祭 • 期末テスト
•�１学期終業式・夏休み
•夏期オープンスクール

•夏休み
• 進学補習
• 学習合宿
•看護科戴帽式
• 国際看護講演会
• 研修旅行（専攻科１年）

•創立記念日（9/10）
•学園祭（暁星祭）
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Access
電車で通学する場合  
�JR信越線本線で加茂駅より徒歩約25分、
羽生田駅より徒歩約30分、加茂駅と本校
の間に直通バスが運行されています。
（学校まで約5分・料金は片道160円）

●時刻表（登校時）

路線バスで通学する場合  

バス乗り場

東口

加茂駅
至新潟 至長岡

メリア

自
転
車

置
き
場

●加茂駅前出発時刻

帰りも学校から駅までの
バスがあります

8：30新潟経営
大学行

8：31加茂暁星
高校行

登下校時に加茂駅と本校の間に直通バスが運行されています。
料金は片道160円です。
※系列校合同のスクールバスです。�※土日・休暇日は時刻が変わります。

スクールバスで通学する場合 月額7,000円   
現在、五泉・村松方面、黒埼・白根・月潟方面および分水・燕方面にスクールバスを運行しています。
どこから乗車しても、何回乗車しても料金は月7,000円です。通学の便がさらによくなりました。

登校・下校の
時間帯は

乗り換えが
スムーズ！！

白根・月潟方面
新潟ふるさと村
バス停　駐車場側 7:12

大通1丁目
（下塩俵）バス停 7:18

大通南　
小川商店向かい 7:25

大通黄金4丁目
バス停 7:28

大通黄金7丁目
バス停 7:30

上塩俵バス停 7:33

北田中交差点
バス停 7:36

十五間バス停　
クボタ前 7:39

七軒交差点
バス停 7:40

ソフトバンク
白根前 7:42

日ノ出町　
スーパー原信前 7:45

白根緑が丘病院付近　
にいがた調剤薬局
西白根店前

7:51

大別当　
滝沢歯科医院前 7:57

新村交差点　
朝倉家具脇 8:01

飯島交差点 8:04

古川新田　
兎古川集会所前 8:08

加茂暁星高校　
第二体育館前 8:20

分水・燕方面
分水あけぼの一丁目　
保健福祉センター前 6:57

分水駅前 7:00

一ノ山交差点付近　
セブンイレブン脇 7:06

川又交差点付近　
熊の森支所前バス停付近 7:11

小池小学校付近　
バス停付近 7:16

つばめ療育館
大曲分館付近 7:19

燕体育センター付近　
大曲公会堂前 7:21

燕市文化会館付近　
燕市総合文化センター前 7:24

中央橋付近　
細川葬祭前 7:28

燕北小学校付近　
水倉組前 7:31

佐渡橋付近　
柳原組前 7:39

佐渡橋付近　
小田島プレス付近 7:40

燕スポーツランド付近　
交差点スポーツランド側 7:43

小中川小学校前 7:48

新飯田交差点付近　
新飯田仲町バス停前 7:54

中鵜ノ森バス停付近 7:58

須田農協前 8:01

スパーク加茂前 8:08
加茂　
三井生命保険前 8:14

加茂暁星高校　
第二体育館脇 8:20

五泉・村松方面
中野ガスタンク
付近 7:07

橋田うずらはし
付近 7:13

新保　昭和橋手前
※橋田方面から向かって 7:17

ウオロク横入口
付近 7:24

五泉中学校前　
バス停付近 7:26

五泉駅前　
日の出食堂前付近 7:30

五泉警察署　
警察署向かい 7:33

太田新田　
マクドナルド前 7:35

東赤海バス停　
ファミリーマート付近 7:38

五十嵐新田　
鈴木商店前 7:40

四ツ屋新　イーグル
ブルグジャパン（株）
四ツ屋新倉庫

7:42

猿和田　
あさひ保育園付近 7:44

中川新　
信号機付近 7:46

村松消防署前 7:53

仲町バス停　
木曽屋前 7:58

つばめや前 8:01

旧ローソン
村松一本杉店前 8:03

中野橋交差点　
ファミリーマート前 8:05

加茂暁星高校　
第二体育館脇 8:20

※�時刻については道路状況や
天候により、若干の乱れが生
じる場合があります。また、運
行開始後に不都合な点があ
る場合、停留所や時刻が変更
になる場合があります。

帰りも学校から各方面へのスクールバスを運行しています

　「私立高校は、授業料が高い！？」という古い先入観にとらわれていませんか？現在は制度により、
場合によっては負担が軽く本校で学べます。
　保護者のみなさまが高校時代のころ「私立高校は授業料が高いから、公立高校に進学しなさい！」っ

てご家族に言われたことがあると思います。

　時代が変わり現在は、「国及び新潟県による入学金・授業料等補助制度」により、家計状況により

負担が軽く本校で学べます。国公立大学に進学したい夢を持つみなさん。国公立大学毎年合格とい

う実績を持つ、加茂暁星高校の手厚い指導によって国公立大学の現役合格切符を勝ち取りませんか！

加茂暁星高校は私立高校ですが、家計状況により、

授業料は「軽い負担」で学べます！

※1�年収目安は、夫婦（配偶者控除あり）、子ども2人世帯の場合の参考年収です。（父母合算）
※2�県学費軽減は、保護者が新潟県に住所を有する場合に適用となります。
※3�看護専攻科においては、4月・10月の年2回に半年分ずつ納入いただきます。他に実習費等（年額120,000円）があります。
※��県学費軽減・看護専攻科の国修学支援金は、該当となる方に補助金額を還付する方式です。
※��上表は令和2年度の制度です。令和3年度以降は変更になる場合があります。

国および新潟県による入学金・授業料等補助制度

普通科 看護科 看護専攻科 ※3

入学金 授業料 授業料 授業料 施設設備資金
130,000円 年収目安(※1) 区分 年額 357,600円 年額 364,600円 年収目安(※1) 年額 427,200円 年額 40,800円

Ⅰ 自己負担 自己負担

910万円
29,800円／月 30,383円／月

Ⅱ

国就学支援金 国就学支援金
9,900円／月 9,900円／月 自己負担

自己負担 自己負担 35,600円／月

590万円
19,900円／月 20,483円／月

自己負担

Ⅲ

自己負担
130,000円

350万円
3,400円／月

国修学支援金
17,800円／月

県学費軽減(※2)

国就学支援金 国就学支援金 8,400円／月
29,800円／月 30,383円／月 自己負担

250万円 自己負担� 自己負担� 250万円
9,400円／月

県学費軽減(※2) 0円／月 0円／月 国修学支援金 県学費軽減(※2)

73,700円 35,600円／月 1,983円／月

自己負担 自己負担 自己負担
56,300円 0円／月 1,417円／月

加茂暁星高校独自の「奨学金制度」を活用すると、さらに負担が軽くなります！

上記は令和３年度入学生の場合です。令和４年度入学生の内容に関しては令和４年度募集要項をご確認ください。

奨学金名 出願資格（中学卒業時） 内容 対象者

アカデミック奨学生

中学校の５教科評定3.5以上
または５教科評定3.5以下でも英検準２級取得済

区分Ⅰ、Ⅱの方でも
自己負担０円／月

普通科
アカデミックコース

英検3級取得済 入学金自己負担０円 普通科
アカデミックコース

推薦入学者奨学生 推薦入試合格での入学で中学校の５教科評定3.0以上 入学金自己負担０円 普通科
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