
６８ 新潟県立高田南城高等学校

（単位制による定時制）

高田駅

本町通

所 在 地 〒943-0837 上越市南城町3丁目3番8号 〒

妙高はねうまライン高田駅より徒歩20分

電 話 025-523-7672 南城
上越大通

Ｆ Ａ Ｘ 025-526-3743 高校 【高田公園】

校 長 名 吉川 保 《駅から徒歩20分》

課 程 単位制による定時制課程

創 立 昭和４３年４月１日

生 徒 数 １３５名（令和元年５月１日現在）

学 科 名 1年次生 2年次生 3年次生 4年次生 計

普 通 科 男子 32 22 14 6 75

（午前部） 女子 26 19 11 5 61

計 58 41 25 11 135

入学者選抜（平成31年度実施）

募集
学科

人数
特色化選抜 一般選抜 転編入

学力検査 *2

普通 （国・数・英） 転編入試験を実施

午前部
70
*1

実施しません
学校独自検査・配点 （若干名）

（集団面接・100点）
*1募集人数は平成31年度のものです。令和２年度募集学級数及び募集定員が確定した後、

ホームページを更新します。
*2満20歳以上になる志願者は３教科の代わりに作文で受検できます。

教 育 目 標

幅広い教育機会をとおし、進取の気概をもって自己の実現を目指す人間の育成のた

めに本校の教育目標を定める。

１ 生涯をとおして学ぶ喜びを知り、真理を究めよう。

２ 自学自習の精神を培い、自らの可能性を実現しよう。

３ 多くの人と触れ合いながら、自他の尊厳を大切にする心を養おう。

４ 健全な心身を持ち、社会に貢献する創造性豊かな人になろう。

１ 目指す学校像のコンセプト

「全国一、面倒見のよい定時制・通信制高等学校」

「全国一、進路希望達成率の高い定時制・通信制高等学校」

２「自由と自律」をモット－とした単位制による定時制課程

本校は、県内で最初に定時制課程と通信制課程が設置された高等学校です。昭和４３

年４月に定時制課程独立校として開校され、その後、昭和４８年４月には通信制課程が

開設されました。さらに、定時制課程においては平成６年度から単位制を導入しました。

単位制の高等学校は、３年以上在籍し、卒業に必要な単位数を修得すれば卒業できま

す。必履修科目以外は自分の興味・関心・進路などにあわせて科目を選ぶことができま

す。自分のペースを大切にしながら、必履修科目と併せ、規定の単位数を修得すれば卒



業できます。

高田南城高校は「学習者の希望・学習歴・生活環境・年齢・職業等多様な生徒が、自

己の学習計画に基づいて教育を受けることのできる」高等学校です。大きな自由と大き

な責任のもとに新たな高校生活に挑戦し、自己実現を図ろうとする皆さんに最適です。

３ 学校生活の特色

（１）日課など 〔校 時 表〕

① 前期(4月～9月)と後期(10月～3月)の二学期制です。 SHR 8:40～ 8:45

② 自分の得意不得意、将来の進路希望などを生かした、 １限 8:50～ 9:40

自分独自の時間割で授業に参加します。 ２限 9:50～10:40

（２）卒業条件など 清掃 10:40～10:50

① 卒業に必要な単位は、７４単位以上です。３年以上の ３限 10:55～11:45

在籍で上記の単位を修得し、学校行事・特別活動など ４限 11:55～12:45

に必要時間以上参加すると、卒業資格が得られます。 特別授業 13:30～15:20

② ４時限の授業と特別授業、通信制の授業（定通併修）などを受けることにより、

全日制と同様に３年間で卒業できます。高等学校卒業程度認定試験の受験や技能審

査成果での単位認定制度もあります。

③ 単位制（無学年制）なので留年（原級留置）はありません。

（３）その他

① 午前部は、国語、数学、英語で習熟度別授業を行っています。

② クラス担任は２人制で、少人数の生徒をきめ細やかに指導します。

③ 英語検定、簿記検定、ビジネス文書実務検定、情報処理検定などを行っています。

④ 本校生徒には次のような特典が与えられています。

・教科書代はアルバイト等で一定の条件を満たしていれば無償になります。

・働きながら学んでいる生徒のために、卒業すれば返還義務のない修学奨励金制度

があります。

（４）本校はこんな皆さんに適しています。

① 高校生活を送るにあたって、自由と責任を基本とし、自分の学習計画に沿って自己

実現を図ろうと思っている人

② 働きながら高等学校卒業の資格を取りたいと思っている人

③ 二人担任制によるきめ細やかな指導を受けたいと思っている人

４ 多彩な学校行事と盛んなクラブ活動

体育祭・文化祭・球技大会などは、生徒会が中心になって準備段階から生徒全員が積

極的に参加します。また、救急救命法・防災避難訓練・交通安全講話・健康講話・薬物

乱用防止講話・携帯電話安全講話など、命や安全に関わる学習や、体験学習・スキー教

室など、実際の生活に役立つ多彩な行事が実施されています。

部活動も盛んです。運動部にはソフトテニス部、バドミントン部、軟式野球部、バス

ケットボール部、卓球部、陸上部、バレーボール部があります。

平成３０年度は、バドミントン部女子団体（県選抜）、陸上競技部（男子、女子）、

軟式野球部（県選抜）、ソフトテニス男子（県選抜）、柔道男子が全国大会に出場しま

した。全国大会では、陸上競技部が女子走り高跳びと女子４×100ｍリレーで、柔道部男

子が６５㎏級で入賞しました。

文化部には、音楽部、写真部、華道・茶道部、商業部、天文部、英語部、軽音楽部、

美術同好会があり、活発に活動しています。平成２５年度には、全国高校総合文化祭

（長崎）で弁論部門に出場し奨励賞を受賞しました。また、全国高等学校定時制通信制

生徒生活体験発表大会へ新潟県の代表として出場しました。



主な学校行事

遠 足

体育祭

生活体験発表会

修学旅行

移動ﾎｰﾑﾙｰﾑ

球技大会

文化祭(わかば祭)

スキー教室

健康講話

交通安全講話

救急救命法講習

企業職場見学

大学等見学

携帯電話安全講話

《体育祭の一コマ》

５ 進学も就職も多様

定職に就きながら学ぶ人、全日制の生徒と変わらない生活をしながら学ぶ人、進学を

考え準備を進めている人など多彩な生徒が在籍しています。平成３１年３月の定時制課

程卒業生の主な進路先は下表のとおりです。

進路指導は、進路指導部の先生が学級担任とともにきめ細かく行っています。特に、

個人指導を丁寧に行っています。また、進路情報の発行(月１回)、専門学校説明会の校

内開催、大学等進学模擬試験、面接・実技指導、小論文模擬試験などの充実を図ってい

ます。

就職指導は、一人一人の生徒に対して面倒見よく行っています。進路指導部の先生と

二人の学級担任が連携して、丁寧にきめ細かく最後まで指導しています。

【平成３１年３月卒業生の主な進路先】

大 学 ・敬和学園大学 ・新潟産業大学 ・國學院大學

短期大学 ・上田女子短期大学 ・富山福祉短期大学

専修学校他 ・上越公務員・情報ビジネス専門学校 ・御茶ノ水美術専門学校

・国際調理製菓専門学校 ・東京スポーツ・レクリエーション専門学校

・東京モード学園 ・日本アニメ・マンガ専門学校 ・上越テクノスクール

・長岡こども福祉カレッジ ・悠久山栄養調理専門学校 ・文化服装学院

就 職 ・上越商会 ・共栄電工 ・金子興業（J-MAXｼｱﾀｰ）

・ホテルハイマート ・佐藤左官工業所 ・さくらメディカル

・新潟太陽誘電 ・野本組 ・丸尚 ・上進漬物工業 ・新井コロナ

・原信 ・利久 ・タチバナ産業 ・青山海事 ・自衛隊

《生活体験発表会の一コマ》 《スキー授業の一コマ》



６ 学習、生徒指導上の規定と学費等

【学習】 全日制と比較して多くの自由な時間がとれます。その時間を仕事、趣味、

特技、上級学校進学のための勉強などに生かすことができます。ただし、授

業の出欠は厳密で、欠席時数が規定を超えてしまうと単位修得ができなくな

ります。

【生徒指導】 生徒一人一人の自主、自律を尊重し、生徒心得などは必要最小限です。

制服もありません。自分自身で管理し、自分自身で責任を持って学校生活を

送ることが求められます。ただし、喫煙など法に反する行為、他人に迷惑を

かけるような行為に対しては厳しく指導を行います。

７ 在校生からのメッセージ

高田南城高校では、授業を自分で選択すること

ができます。そのため個々で時間割が違います。

また、アルバイトをすることが可能なので、社会

経験を積むことができます。

先生方も優しいので、授業でわからないことを

質問しやすく、悩み事も相談しやすいです。

生徒会活動などに参加できたり、楽しく過ごせ

ています。

みなさんも高田南城高校で学びませんか。

高田南城高校・生徒会長 小田島 魁杜 《HR活動での一コマ》

８ 学校納付金

＊入学時

・入学金 ２,１００円

・授業料 月額２,９００円（予定、特別授業は除く）

※ 平成26年度入学生から、所得制限により就学支援金が支給されない世帯（市

町村民税所得割額の保護者（親権者）の合算が304,200円以上の世帯）について

は、上記の授業料を納めていただきます。

なお、就学支援金支給の手続き等については別途お知らせいたします。

・教科書・副教材費 単位制のため一人一人異なります。またアルバイトなどの

一定の条件を満たせば、教科書代金（副教材は除く）は無償になります。

＊年間納入額

・ＰＴＡ会費 ５,５００円（入会金５００円を含む）

・生徒会費 ４,９００円（入会金１００円を含む）

・後援会費 ２,０００円

・学級費 ４,０００円

・修学旅行積立金 ６３，０００円（月額 ７,０００円）

※１ 上記は平成３１年度入学生１年次の実績額です。

※２ この他に、体操着代金１４，７００円と内履き代金３，４００円が入学時に必

要になります（平成３１年度入学生の金額）。

※３ 入学金の減免制度については、事務室にお問い合わせください。

※４ 修学旅行積立は２年次にもおこないます。また行き先の選定等は入学後になり

ます。

さらに本校の詳しい内容をお知りになりたい方には、パンフレットをご用意して

いますので、お問い合わせください。また、校舎見学や学校説明のご要望にも随時

応じています。本校までご連絡ください。


