
直江津中等は世界での活躍を目指す君を全力で支援する学校です！

体験入学・学校説明会のご案内
１ と き令和元年７月６日（土）午前９時30分

＜受付：９時00分～９時30分＞

２ 会 場：県立直江津中等教育学校 大体育館その他

３ 参加対象者：小学校６年生児童およびご家族の皆様

（保護者のみのご参加も大歓迎です。）

４ 内 容

（１）全 体 会 （学校紹介など） ９：３０ ～ １０：１０

（２）児 童：授業体験会（数・英・理） １０：２０ ～ １１：３０
※授業体験は上記３教科を当校担当教員が20分ずつ行います。

保護者：学校説明会、１年生授業参観

（児童の授業体験会が終了しだい、流れ解散になります。）

（３）個別相談会（希望者）１１：４０ ～ １２：００

５ 持 ち 物 ・内履き ・筆記用具

・ビニール袋（外履き入れのため）

直江津中等だより

Ｒ元 - Ｎｏ．２

令和元年６月４日 発行

県立直江津中等教育学校

校 長 山 賀 淑 雄

令和元年６月24日（月）までに児童のお名前、所属
小学校名、参加者数を明記して、下記のいずれかの

方法でお申し込みください。

⑴電 話 025-543-2328・2667
⑵ＦＡＸ 025-545-1676

⑶電子メール school@naoetsu-ss.nein.ed.jp
※ 例えば「中等太郎、○○小学校、保護者２名
と児童１名」とお申し込み下さい。

駐車は水族館第３駐車場【国府小

側】にお願いします。。

 

駐車場の御案内 

【がんばる子の直中等】

本校は６年間を見通した系統的・発展的な教育活動を展開し、

学力と豊かな人間性を育成する学校です。

学力向上や進路目標実現に力を入れている本校ですが、中等の

特長を活かした様々な宿泊学習や学校行事、進路啓発行事により、学

力と同様に豊かな人間性をはぐくむことにも力を入れています！

感動体験は人を成長させます。本校で充実した 6年間を！

 
めざすは  ビー・アン・エース 

Be an ACE！ 
mbition   ontribution   nergy

大志・夢     貢  献    活力・活躍 

５／31（金）現在
65名の小学生と
87名の保護者の
皆様から申込をいた
だいております。

メールアドレスの
ＱＲコードです。
携帯電話でご利用
ください。



直江津中等ならではの感動体験～中高一貫校の特長を活かした充実した特別活動～

本校は豊かな人間性や創造力を身につけ、大志をもって世界に貢献できるたくましい人材育成の
ため、中等教育学校の特長を生かして、数多くの体験活動を行っています！

【その他の学校行事】

・体育祭（５月） ・チャレンジウォーク（９月） ・文化祭（10月）
・合唱コンクール（11月） ・球技大会

中等教育学校の特長を生かし、前期課程（１～３年）と後期課程（４～６年）の生徒が一つの行事を創
り上げます！１年生は、６年生（５年生）に憧れます。中等教育学校でなければ、経験できない感動体験
です。

【１年生】
ｏオリエンテーション合宿
・１泊２日（妙高自然の家）
・６年間の仲間づくりを目的
とした合宿です。

ｏ東京合宿
・１泊２日 東京都
・先端技術施設の見学や東京
大学訪問を行います。先輩
の東大生からアドバイスを
もらっています。

【２年生】
ｏ職場体験
・３日 近隣の事業所
・職業体験をします。
ｏ修学旅行
・２泊３日 関西方面
古都（京都、奈良）の文化
財を見学します。半日、外
国人と京都を回ります。
（英会話）
京都大学も訪問します。

【３年生】
ｏ学習合宿・平和学習
・１泊２日 長野県
・学習漬けの２日間です。長
野市の松代大本営跡地も見
学します。

ｏスキー合宿（１泊２日）
１年生は日帰り、３年生は
１泊２日、５年生は２泊３
日でスキー学習を実施して
います。

平成30年度前期課程（中学校段階）は５回の宿泊体験を実施しています！

１年 オリエンテーション合宿（妙高） １年 東京合宿（東京大学）

２年 職場体験学習 ２年 修学旅行（京都・奈良）

３年スキー合宿（斑尾高原）３年 平和学習（長野市松代）

文化祭（１年～５年）チャレンジウォーク（１年～６年）体育祭（１年～６年）



４年生では本校最大の行事海外研修があります！

部活動でも中高一貫！

設置している部活動は以下のとおりです。本校の部活動は希望入部制ですが、体力の増強や
社会性の育成を期して、部活動の加入を推奨しています。前期課程の約85％の生徒が部活動に
入部しております。３年生の秋には中高一貫校の特長を活かし、後期課程の部活動に入部して活動しま

す。部活動でも中高一貫です！

【４年生海外研修の日程（平成30年度の例）】

新潟県内において、２週間の海外体験を行っている学校は、本校以外にありません！
若いときの経験は、これからの人生において大きな財産となります。語学力向上とともに国際感覚を身に

付けていきます！

「日 程」 平成 30年 11月４日（日）～ 11月 16日（金）
「研修先」 アメリカ合衆国ロサンゼルス
「宿泊先」 ホームステイ 一家庭に生徒一人です。

２週間
「訪問先」
・語学研修（Citrus College FLS）
・大学訪問（ＵＣＬＡ） ・全米日系人博物館
・日系企業訪問 ・現地学校訪問
・ショッピングモール ・カリフォルニアサイエンスセンター
・ディズニーランド訪問 ・大学キャンパスでスポーツ

【海外研修前の語学研修】
海外研修のため、事前に１週間の外国人講師による語学研修を行います。生きた英語を学ぶ貴重

な研修です。

【設置している部活動（前期課程）】Ｒ元．５．１現在

ｏ野球部 ｏサッカー部 ｏ女子バレーボール部 ｏバスケットボール部（男・女）

ｏ剣道部 ｏバドミントン部 ｏ卓球部 ｏ吹奏楽部 ｏ家庭・美術部

ｏ硬式テニス部

海外研修出発式 現地での語学研修 ホストファミリーと涙の別れ



中等ならではの学力向上策～中等教育学校の特長を活かした充実した学習指導～

先輩たちはなぜ直江津中等教育学校を目指したのか？

平成 31年度入学生に本校を受検した理由について聞きました。

ベスト３
１位 「難関大学に入ることができると思ったから」

２位 「学習成績が伸びる（勉強をがんばりたい）と思ったから」

３位 「楽しい行事がたくさんあるから」

「本校で勉強に頑張り、難関大学に入学し、夢（希望する仕事に就くこと）を叶えたい！」

と考えている生徒が多いことが分かります。次に、中等教育学校の特長を活かした各種行事を

楽しみにしている生徒も多く、とりわけ 4年生の海外研修 を理由に挙げています。

※ ７月６日（土）に学校説明会を行います。「百聞は一見にしかず」といいます。

ぜひ本校を一度参観してから進学先を決めてください！

令和２年度 入学選考検査日程

【選考日】令和２年１月11日（土） 【選考内容（予定）】作文、グループ活動、面接

【合格発表】令和２年１月19日（日）

ご質問等はこちらへ 担当 県立直江津中等教育学校 教頭 小出 信也

〒 942-8505 上越市西本町 4-20-1 電話 025 (543) 2328・2667 FAX 025 (545) 1676
E-mail school@naoetsu-ss.nein.ed.jp

【学力の向上】
学力推移調査とは、ベネッセが主催する全国の中

高一貫校が受ける学力テストであり、年２回実施さ

れます。本校の結果は右のとおりです。

右表は偏差値で示されていますので、全国平均は

50 となります。右表で示したとおり、本校の新入生
は、例年国語・数学の２教科総合の偏差値は、45 ～
48 程度です。本校の入学当初の学力は、全国レベル
で考えると平均以下であることが分かります。

全国レベルで平均以下（47.4）であった本校新入
生の学力が、３年１回目で（51.9）４．５ポイント
上昇していることが分かります。

なぜ本校に入学すると学力が上昇するのでしょうか？ 答え：学習できる環境と生徒の努力です！

○６年間を見通したカリキュラム
高校の学習内容を先取りした授業

○中学校教員（きめ細かな指導）
＋高校教員（専門性）の良さの融合

○英語・数学の少人数学習

英語（1～ 3年）、数学(1,2,4年)
○本校独自の徹底的な学習支援体制
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3年生学力推移調査の偏差値推移
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