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学　　　科

特色化選抜

一 般 選 抜

入学者選抜方法（令和４年度実績） ア ク セ ス

総合学科

調査書および学力検査［３：7］

野球 男子
陸上競技（駅伝）男子
合計14名［個人面接試験］
※今年度の募集定員は10月頃決定予定



２年次

農業と環境 総合実習
野菜 草花 森林科学

６単位 14単位

課題研究（農業）作物
林産物利用 生物活用

３年次

＋ ＋

系列必修科目 系列必修科目

自由選択科目 自由選択科目

２年次

ビジネス基礎 簿記
財務会計Ⅰ 情報処理

６単位 14単位

課題研究（商業）原価計算
財務会計Ⅰ ソフトウェア活用

３年次

＋ ＋

系列必修科目 系列必修科目

自由選択科目 自由選択科目

２年次

フードデザイン 保育基礎
社会福祉基礎 介護福祉基礎

６単位 14単位

服飾手芸 課題研究（家庭）
生活支援技術

３年次

＋ ＋

系列必修科目 系列必修科目

自由選択科目 自由選択科目

２年次

古典探究 政治経済 論理表現Ⅰ
英語コミュニケーションⅡ

６単位 14単位

古典探究 日本史探究 /世界史探究
英語コミュニケーションⅡ

３年次

＋ ＋

系列必修科目 系列必修科目

自由選択科目 自由選択科目

２年次

数学Ⅱ 数学A
英語コミュニケーションⅡ

６単位 14単位

数学Ⅲ 数学B
英語コミュニケーションⅢ

または
数学総合Ⅰ 数学総合Ⅱ
英語コミュニケーションⅢ

３年次

＋ ＋

系列必修科目 系列必修科目

自由選択科目 自由選択科目

豊かな心を養い、主体的・創造的に生きていく能力や
資質を身に付けるとともに、個性を伸ばし、
社会の有為な形成者となる人間を育成する。

豊かな心を養い、主体的・創造的に生きていく能力や
資質を身に付けるとともに、個性を伸ばし、
社会の有為な形成者となる人間を育成する。

教育目標

キャリアを支える５つの系列
１年次に必履修科目を履修し、２年次以降に必履修科目、系列必修科目、自由選択科目を履修していきます。

農業森林系列

生活福祉系列

●この系列は、外での活動が多く、体を動かすことが好きな
人にピッタリです。授業の中で、自分たちで育てた野菜や花
を地域の方に向けて販売する機会が多いのでたくさんの人と
関わることができます！！ 農業って楽しいよ☆

●この系列では、ビジネスについて学んで、たくさん検定を
受けます。自主的に行く補習もあって、授業で分からなかっ
たところを分かるまで教えてくれます。２年間で簿記１級も
目指せるので就職・進学の時に武器になります。

●この系列では、食物、被服、保育、福祉の4つの分野を学
んで、将来の夢や生活に役立つ知識や技術を身につけられま
す。実習がたくさんあり、車いすで街に出たりします。普段
の生活では経験できないようなことが経験できます。

●この系列の良いところは国語や英語など興味のある科目を
深められるところです。自分の努力次第で英検や漢検にも挑
戦できます。みんなフレンドリーで勉強、部活、学校行事の
すべてを楽しめます！！

●数学であれば、様々な公式を用いて難しい問題が解けた時
は達成感があり、面白みを感じます。この系列は、理系的な
学力を得ることができ、大学への進学を考えている人にはと
てもオススメです。

ビジネス情報系列人文科学系列

自然科学系列
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特色化選抜
野球  男子

陸上競技（駅伝）男子

GLOBAL G.A.P.
2021年

GLOBAL G.A.P.認証
［岩船産コシヒカリ（玄米）］

取得

GLOBALG.A.P.認証は、
食品安全、労働環境、環境
保全に配慮した「持続的な
生産活動」を実践する優
良企業に与えられる世界
共通ブランドです。

詳細は10月頃

Ｒ４年度入試枠 14名

野球 男子
出願要件（Ｒ４年度入試）
以下のいずれかの大会に出場した者
・都道府県中学校総合体育大会軟式野球競技 
・日本リトルシニア中学硬式野球協会日本選手権信越大会
・全日本少年春季軟式野球大会新潟県予選大会 
・全日本少年軟式野球大会新潟県予選会 陸上競技（駅伝）男子

出願要件（Ｒ４年度入試）
以下のいずれかの大会に出場した者
・都道府県中学校総合体育大会中長距離競技
・都道府県中学校駅伝競技大会
・中学校通信陸上競技大会県大会中長距離競技

村上桜ケ丘高校  Q＆AQ＆A

Photo：瀬波海岸

総合学科とはどんな学科ですか？　　　　　　　　　　　　　
必修科目・選択科目合わせて約80の科目から自分の学びたい系列に合わせて自分
だけの時間割で学習する学科です。

どのようにして科目を選択すればよいのでしょうか？
１年次の「産業社会と人間」「総合的な探究」の時間での学習を通じて進路や将
来を考えていきます。

入試はどのように行われるのですか？
２月に特色化選抜［野球（男子）、陸上競技（男子・駅伝）］があり、３月に一般入試
があります。系列ごとの募集ではありません。

大学へ進学するにはどうしたらよいでしょうか？
人文科学系列や自然科学系列は、入試に対応した系列です。また、ほかの系列も
専門性を生かして総合型選抜や学校推薦型選抜などを利用して進学できます。

村上桜ケ丘高校の一番の魅力は何ですか？
高校入学後に自分で系列や自由選択科目を決定することができるところです。地
域の方々とふれあう実習もあり、授業や学校行事も充実しています。
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地域とともに ひとりひとりを育てる地域とともに ひとりひとりを育てる



特色化選抜
野球  男子

陸上競技（駅伝）男子

GLOBAL G.A.P.
2021年

GLOBAL G.A.P.認証
［岩船産コシヒカリ（玄米）］

取得

GLOBALG.A.P.認証は、
食品安全、労働環境、環境
保全に配慮した「持続的な
生産活動」を実践する優
良企業に与えられる世界
共通ブランドです。

詳細は10月頃

Ｒ４年度入試枠 14名

野球 男子
出願要件（Ｒ４年度入試）
以下のいずれかの大会に出場した者
・都道府県中学校総合体育大会軟式野球競技 
・日本リトルシニア中学硬式野球協会日本選手権信越大会
・全日本少年春季軟式野球大会新潟県予選大会 
・全日本少年軟式野球大会新潟県予選会 陸上競技（駅伝）男子

出願要件（Ｒ４年度入試）
以下のいずれかの大会に出場した者
・都道府県中学校総合体育大会中長距離競技
・都道府県中学校駅伝競技大会
・中学校通信陸上競技大会県大会中長距離競技

村上桜ケ丘高校  Q＆AQ＆A

Photo：瀬波海岸

総合学科とはどんな学科ですか？　　　　　　　　　　　　　
必修科目・選択科目合わせて約80の科目から自分の学びたい系列に合わせて自分
だけの時間割で学習する学科です。

どのようにして科目を選択すればよいのでしょうか？
１年次の「産業社会と人間」「総合的な探究」の時間での学習を通じて進路や将
来を考えていきます。

入試はどのように行われるのですか？
２月に特色化選抜［野球（男子）、陸上競技（男子・駅伝）］があり、３月に一般入試
があります。系列ごとの募集ではありません。

大学へ進学するにはどうしたらよいでしょうか？
人文科学系列や自然科学系列は、入試に対応した系列です。また、ほかの系列も
専門性を生かして総合型選抜や学校推薦型選抜などを利用して進学できます。

村上桜ケ丘高校の一番の魅力は何ですか？
高校入学後に自分で系列や自由選択科目を決定することができるところです。地
域の方々とふれあう実習もあり、授業や学校行事も充実しています。

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

地域とともに ひとりひとりを育てる地域とともに ひとりひとりを育てる



部活動

生徒会執行部

　四年制大学
沖縄県立芸術大学　新潟薬科大学　開志専門職大学　敬和学園
大学　新潟医療福祉大学　新潟リハビリテーション大学　神奈
川大学　駒澤大学　城西国際大学　清和大学　千葉商科大学   
中央学院大学　東京工芸大学　東京農業大学　武蔵野大学
　短期大学
山形県立米沢女子短期大学　日本歯科大学新潟短期大学　新潟
青陵大学短期大学部

　就職 (学校斡旋 )
株式会社 会津屋　 オノエンタープライズ　 株式会社 加藤組  
北越後農業協同組合　 株式会社 栗山米菓　 グローバルウエー
ハズ・ジャパン株式会社　株式会社 コウデン　株式会社 サクマ 
三幸製菓株式会社　昭栄印刷株式会社　株式会社 富樫組　日
本郵便株式会社 信越支社　 株式会社 早建　 株式会社 クラレ 
株式会社 ブルボン　 株式会社 堀川　 北興化学工業株式会社  
株式会社 ムラネン　 株式会社 シュルプリーズ ルーテシア

　専門・各種学校
アップルスポーツカレッジ　大原簿記公務員専門学校新潟校　国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校　国際外語・観光・エア
ライン専門学校　国際調理製菓専門学校　国際トータルファッション専門学校　国際ビューティモード専門学校　国際ペットワールド
専門学校　国際メディカル専門学校　シェフパティシエ専門学校　新潟医療技術専門学校　新潟医療福祉カレッジ　新潟会計ビジネス
専門学校　新潟看護医療専門学校村上校　新潟県厚生連中央看護専門学校　新潟県農業大学校　新潟県立新発田病院附属看護専門
学校　新潟県立十日町看護専門学校　新潟工科専門学校　新潟高度情報専門学校　新潟公務員法律専門学校　新潟国際自動車大学
校　新潟こども保育カレッジ　新潟コンピュータ専門学校　新潟柔整専門学校　新潟職業能力開発短期大学校　にいがた製菓・調理
専門学校 えぷろん　新潟調理師専門学校　新潟デザイン専門学校　新潟ビジネス専門学校　新潟理容美容専門学校　日本アニメ・マ
ンガ専門学校　日本こども福祉専門学校   青山ファッションカレッジ　東京ベルエポック美容専門学校　日本工学院八王子専門学校

教　　育　　課　　程

進　　路　　状　　況 令和３年度卒業生

令和５年度入学生　教育課程 必履修科目 選択必履修科目 自由選択科目
１年次

系列必修科目

1

2 2 3 1 2 2 10 6 11

2 2 10 14 11

現代の国語

2

言語文化 公共 地理総合 数学Ⅰ 化学基礎 生物基礎 体育 保健 家庭基礎 情報Ⅰ LHR

2 2 2 3 2 2 3 1 2 23 2 1

英語コミュニ
ケーションⅠ

産業社会
と人間

探究
※1

論理国語 歴史総合 体育 保健 自由選択科目 LHR理科基礎
※２

芸術
※３

探究
※1

系列必修科目論理国語 体育 自由選択科目 LHR探究
※1

２年次

３年次

（計30単位）

※１ 探究の正式名称は「総合的な探究の時間」です。

※2 理科基礎は「地学基礎」または「物理基礎」から選択します。 ※3 芸術は「音楽」「美術」「書道」から１科目選択します。

（計30単位）

（計30単位）

学校行事
野球（男子） 陸上競技 卓球 弓道 空手道
サッカー ソフトテニス 硬式テニス バレーボール
バドミントン バスケットボール 
吹奏楽 茶華道 書道 美術・イラスト
園芸 軽音楽 村上の地理歴史研究

４月
入学式

12月
球技大会

３月
卒業式

11月
修学旅行（２年次）・生徒会選挙

10月
輝桜祭（学園祭）

７月
救急救命講習会

６月
体育祭
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中央学院大学　東京工芸大学　東京農業大学　武蔵野大学
　短期大学
山形県立米沢女子短期大学　日本歯科大学新潟短期大学　新潟
青陵大学短期大学部

　就職 (学校斡旋 )
株式会社 会津屋　 オノエンタープライズ　 株式会社 加藤組  
北越後農業協同組合　 株式会社 栗山米菓　 グローバルウエー
ハズ・ジャパン株式会社　株式会社 コウデン　株式会社 サクマ 
三幸製菓株式会社　昭栄印刷株式会社　株式会社 富樫組　日
本郵便株式会社 信越支社　 株式会社 早建　 株式会社 クラレ 
株式会社 ブルボン　 株式会社 堀川　 北興化学工業株式会社  
株式会社 ムラネン　 株式会社 シュルプリーズ ルーテシア

　専門・各種学校
アップルスポーツカレッジ　大原簿記公務員専門学校新潟校　国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校　国際外語・観光・エア
ライン専門学校　国際調理製菓専門学校　国際トータルファッション専門学校　国際ビューティモード専門学校　国際ペットワールド
専門学校　国際メディカル専門学校　シェフパティシエ専門学校　新潟医療技術専門学校　新潟医療福祉カレッジ　新潟会計ビジネス
専門学校　新潟看護医療専門学校村上校　新潟県厚生連中央看護専門学校　新潟県農業大学校　新潟県立新発田病院附属看護専門
学校　新潟県立十日町看護専門学校　新潟工科専門学校　新潟高度情報専門学校　新潟公務員法律専門学校　新潟国際自動車大学
校　新潟こども保育カレッジ　新潟コンピュータ専門学校　新潟柔整専門学校　新潟職業能力開発短期大学校　にいがた製菓・調理
専門学校 えぷろん　新潟調理師専門学校　新潟デザイン専門学校　新潟ビジネス専門学校　新潟理容美容専門学校　日本アニメ・マ
ンガ専門学校　日本こども福祉専門学校   青山ファッションカレッジ　東京ベルエポック美容専門学校　日本工学院八王子専門学校

教　　育　　課　　程

進　　路　　状　　況 令和３年度卒業生

令和５年度入学生　教育課程 必履修科目 選択必履修科目 自由選択科目
１年次

系列必修科目

1

2 2 3 1 2 2 10 6 11

2 2 10 14 11

現代の国語

2

言語文化 公共 地理総合 数学Ⅰ 化学基礎 生物基礎 体育 保健 家庭基礎 情報Ⅰ LHR

2 2 2 3 2 2 3 1 2 23 2 1

英語コミュニ
ケーションⅠ

産業社会
と人間

探究
※1

論理国語 歴史総合 体育 保健 自由選択科目 LHR理科基礎
※２

芸術
※３

探究
※1

系列必修科目論理国語 体育 自由選択科目 LHR探究
※1

２年次

３年次

（計30単位）

※１ 探究の正式名称は「総合的な探究の時間」です。

※2 理科基礎は「地学基礎」または「物理基礎」から選択します。 ※3 芸術は「音楽」「美術」「書道」から１科目選択します。

（計30単位）

（計30単位）

学校行事
野球（男子） 陸上競技 卓球 弓道 空手道
サッカー ソフトテニス 硬式テニス バレーボール
バドミントン バスケットボール 
吹奏楽 茶華道 書道 美術・イラスト
園芸 軽音楽 村上の地理歴史研究

４月
入学式

12月
球技大会

３月
卒業式

11月
修学旅行（２年次）・生徒会選挙

10月
輝桜祭（学園祭）

７月
救急救命講習会

６月
体育祭
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村上桜ヶ丘
高等学校

新潟県立村上桜ヶ丘高等学校
大正2年4月1日開校

〒958ー0856　新潟県村上市飯野桜ヶ丘10番25号
TEL 0254ー52ー5201　FAX 0254ー53ー6810
URL http://www.sakuragaoka-h.nein.ed.jp

学　　　科

特色化選抜

一 般 選 抜

入学者選抜方法（令和４年度実績） ア ク セ ス

総合学科

調査書および学力検査［３：7］

野球 男子
陸上競技（駅伝）男子
合計14名［個人面接試験］
※今年度の募集定員は10月頃決定予定


