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令和２年度卒業生、進路状況！
進学率92.6％、就職率１００％を達成！
令和２年度の本校卒業生は１０２名。小論文練習や面接練習、学科試験の演習などに力を入れて取り組み、進学・就職あわせて約9７％が希望の進路を実現し
ました。就職率は１００％を達成。進学では、富山県立大学をはじめ県内外の４年制大学に２１名の生徒が合格。また、３１名の生徒が短期大学、専門学校等に合
格し、合わせて５２名の生徒が上級学校への進学を実現しました。４年制大学進学は全体の２０％、短大・専門学校等の進学は３％、就職は４６％となりました。
【進学先一覧】
【国公立大学】
富山県立大学 工学部 知能ロボット工学科
【私立大学】
富山国際大学 子ども育成学部
富山国際大学 現代社会学部 ２名
金沢星稜大学 人間科学部
金沢星稜大学 経済学部
金沢学院大学 文学部
青森大学 ソフトウエア情報学部
日本大学 工学部
東海大学 国際文化学部
東京農業大学 生物産業学部 ３名
東京情報大学 看護学部
国士舘大学 体育学部
国際武道大学 体育学部
星城大学 経営学部
東海学院大学 健康福祉学部
大手前大学 総合文化学部
九州保健福祉大学 臨床心理学部
日本ウエルネススポーツ大学 スポーツプロモーション学部
【短期大学】
富山短期大学 健康福祉学科
富山福祉短期大学 看護学科
大月短期大学 経済学科
名古屋文理大学短期大学部 食物栄養学科
高山自動車短期大学 自動車整備士学科
【専門学校等】
北陸能力開発大学校 電子情報技術学科
富山県技術専門学院 電子情報科
青池学園 富山調理製菓専門学校 調理師科 ２名
青池学園 富山調理製菓専門学校 製菓技術科
青池学園 富山リハビリテーション医療福祉大学校 理学療法科
臼井美容専門学校 美容科
北陸ビジネス福祉専門学校 介護福祉学科 ２名
富山大原簿記公務員専門学校 医療事務ビジネス学科
富山大原簿記公務員専門学校 事務経理職専攻コース ２名
富山県理容美容専門学校 美容科 ２名
富山情報ビジネス専門学校 モバイルビジネス学科
北陸ビジネス福祉専門学校 医療事務学科
富山県立雄峰高校 専攻科
富山OAスクール
金沢ITクリエーター専門学校 ゲームプログラミングコース
金沢ITクリエーター専門学校 CGコース
関メディベースボール学院 野球選手科
ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校
富山市医師会看護専門学校 准看護学科
【就職先一覧】
株式会社 アイザック
アイシン新和 株式会社
アイシンメタルテック 株式会社 ２名
株式会社 IFD
株式会社 ICOP
あたご 株式会社
ENEOS北陸支社
おあしす新川
大平工業 株式会社
有限会社岡崎工務店
株式会社佐川急便
社会福祉法人海望会 あんどの里 ２名
社会福祉法人新川老人福祉会
シロウマサイエンス 株式会社 ３名
新越部品 株式会社 上市工場
ダイヤテックス 株式会社
テ―シー富山 株式会社
株式会社 Stay gold てらだファーム
特別養護老人ホーム 越野荘 ３名
特別養護老人ホーム ちょうろく トナミ運輸 株式会社
富山日野自動車 株式会社
ニットービバレッジ株式会社
日本梱包運輸倉庫 株式会社
有限会社 波間工作所
非営利活動法人 木ここち
広浜建材 株式会社
北星工業 株式会社
北陸鋼産 株式会社
株式会社 北陸シー・アイ・シー研究所
株式会社 北陸精機
北陸溶断 株式会社
株式会社 ホシナパック
株式会社 MOLDINO ２名
吉枝工業 株式会社
YKK AP 株式会社 ２名
自衛隊 ２名

令和２年度部活動の記録
令和２年度も、新川高校の部活動は運動部、文化部を問わず、多方面に活躍していました。個人・団体と数多くありますが、今回はその中でも著
しい活躍を収めた部活動とその実績をご紹介します。

女子バドミントン部
新人大会、団体３位！
令和2年11月に開催された「第63回富山県高等学校新
人選手権大会」の学校対抗の部で、見事3位に輝きまし
た。学校対抗の部には、県内38校の団体が出場。新川高
校は第3シードでのスタートでした。
初戦の富山中部高校、２戦目の高岡南高校をそれぞれ３
対０のストレートで抑え、続く３戦目も不二越工業高校を相
手に３対２で勝利してベスト４以内を確定。富山商業との
試合で惜しくも決勝進出を逃しましたが、高岡高校との３
位決定戦では、落ち着いたプレーで試合を有利に進め、３
対０で勝利しました。今年度の活躍にご期待ください！
＜出場選手＞
【２年（新３年）】渡邉瑞希（雄山中）
金山真帆（入善中）
【１年（新２年）】東城美咲（糸魚川中）

山地初果（上市中）
清水 未裕（上市中）
大瀬葵（糸魚川中） 大瀬杏（糸魚川中）

髙岸優衣選手、
モーグル大会で入賞！
新川高校からモーグル選手として今シーズ
ンも各種大会に出場している髙岸優衣さん
（魚津東部中出身）。
中には国内有力選手が多数出場する大会
もあり、予選からそうした選手たちと戦って
決勝に駒を進め、それぞれの大会で素晴らし
い成績を収めました。まだまだ伸び盛りの髙
岸選手。今後の活躍が楽しみです！
＜記録＞
FIS/A級
2021フリースタイルスキーふくしま大会
３位入賞
アジアカップ第30回
フリースタイルスキー札幌モーグル競技会
１０位

コミュニティビジネス部、新川地域発展賞を受賞！
部活動が設立されて以来、「１７歳のコーヒー」考案や米粉ラーメンのパッケージデザイン、りんごバターの商品開発など、様々な活動をしているコミュニティビジネ
ス部。令和２年度は、１２月に魚津市で行われた「ロゲイニング魚津プレ大会」に向けて、８月からチェックポイントの選定を行うなど、大会の運営を補助しました。
その地域に根差した活動が評価され、新川経済倶楽部より「新川地域発展賞」を受賞しました。
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新川高校キャリア教育の紹介！
リモートで「魚津市への提案」

「働く」をテーマに発表！

1学年の総合の時間で行っている課題解決型学習（PBL）「魚津市への提
案」。地域の現状を調べ、「住みたい街、生活しやすい街にしていくにはどう
すればいいか」を考えて提案します。
その集大成として、３学期には事前に行った学年選考で選出された８グ
ループが、リモートで魚津市役所や富山大学の方々に「魚津市への提案」を行
いました。観光や特産品、商店街、人口や財政など、様々な観点から魚津市
をより良い街にするための方法を打ち出していました。

キャリア教育の一環として、２学年は２学期から「働くこと」についてカテゴ
リーを選んでテーマを設定し、グループまたは個人での活動を行いました。
取り組み方も生徒たち自身で考え、地元の企業を訪れてインタビューをした
り、身近な大人にアンケートをとったり、官公庁や大手企業の調査データを
活用したりしながら調べていました。３学期に行った全体発表会では、テー
マカテゴリーごとの選考会を経て選ばれた７グループが発表を行いました。
どのグループもそれぞれの課題についてよく調べられており、調べた内容

＜発表の様子＞

から考えたことも自分たちの言葉でまとめて、堂々と全体の前で発表してい
ました。

４組２班の発表の様子
「魚津市の財政について」
（荒井学園理事長賞）
※生徒名は受賞一覧参照

３組班の発表の様子
「埋没林とKININALの
改善点について」
（魚津市長賞）
※生徒名は受賞一覧参照

１組3班の発表の様子
「かづみリンゴを広めよう」
島澤拓未（魚津東部中）
水橋勇登（魚津東部中）
室谷 玲（桜井中）
矢鋪哲平（高志野中）
山本 神（桜井中）

＜受賞一覧＞
◎魚津市長賞 「埋没林とKININALの改善点について」
班員：大家庄ちより（魚津東部中）・角本あずさ（宇奈月中）
炭田美憂（宇奈月中）・濱田歩実（魚津西部中）・松井芹佳（雄山中）
◎富山大学賞 「魚津市の人口減少について考えてみた」
班員：亀田和歩（入善中）・小葉松琉翔（桜井中）・舟本祐正（桜井中）
◎荒井学園理事長賞 「魚津市の財政について」
班員：岩寺彩花（魚津東部中）・大野葉月（魚津東部中）・南部咲永（魚津西部中）

１号館トイレ、改修完了！

「楽しい仕事のやめ方！」

「魚津市の財政について」

草野総太（入善西中）

行澤百々華・高瀬未菜（魚津西部中）
島花凜（高志野中）

＜発表テーマ一覧＞ ※発表順
①「楽しい仕事のやめ方！」

②「高校卒業後の進学率・就職率」

③「にほんごであそぼう」

④「女性が会社に求めるものとは？」

⑤「社会に出てからの人間関係を良くする方法」
⑥「SNSを利用した求人募集」
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⑦「テレワークと出勤してする仕事の違い」

iPad活用、スタート！

令和３年度入学生より、iPadを導入を決定し、新入生が1人1台使用でき
る数を準備しました。５月頃に届き、本格的に導入を開始します。
導入したiPadは、普段の授業や家庭での学習等で活用していきます。
iPadは、iPad第8世代、容量128GBのセルラーモデルで、Wi-Fiのない
環境でもデータ通信でのインターネット接続が可能となります。
令和２年度は、導入に向けて校内のWi-Fi環境を整えたり、各教室にテレ

令和２年度に保護者・生徒対象に行った「新川高校をより良くするための
アンケート」では、様々なご意見をいただきました。
その中で多かった要望を受けて、２月から１号館３階及び４階のトイレ改修
工事を開始し、春休みにかけて改修を行いました。その改修工事が新年度

ビを設置したりと環境整備を行いました。これにより、校内のどこにいても
インターネットに接続できるほか、遠隔授業にも対応できるようになりまし
た。また、iPadの授業等での活用方法についての検討や教職員を対象とし
た研修が行われました。

を前に完了し、以前に改修した３号館１階及び２階とあわせて、１年生から３
年生までの教室フロアすべてのトイレが、きれいに生まれ変わりました。
今後も、アンケートでいただいた意見を踏まえ、より生徒が過ごしやすい
学校、活気ある学校を目指していきたいと思います。

教室設置のテレビモニター

導入のiPadモデル

