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石田　千花 さん（2期生）
筑波大学・人文文化学群
比較文化学類 卒業／
公益社団法人日本ダンス議会 勤務

　私は現在、スポーツ団体で経
理をしております。会社のお金
の流れは、会社の動きそのもの
を表しており、難しい判断を求

められる場面も多いですが、会社をコントロールできる面白さ
があります。
　世界は日々変化しており、私の仕事も、その変化に合わせ、経
理の枠を超えて様々な仕事を与えられます。その変化を楽しむ
ことができるのは、村上中等教育学校で身に付けた、「考える
力」のおかげだと思っています。
　村上中等教育学校は、自分の能力を試すような活動が豊富で
す。また、毎日の授業や課題は、先生方が入念に計画・準備し、
全力でサポートしてくださいます。その環境下で、自分と向き
合い、仲間と協力しながら過ごした６年間の経験は、今でも自
分を支える大切な柱となっています。
　現在小学生の皆さんが大人になる頃、世界の変化はもっと大
きくなり、より多様な能力が求められるようになることでしょ
う。自分の未来のために、ぜひ皆さんも村上中等教育学校で、
「Let’s try!」してみてください。

岩間　海仁 さん（2期生）
神田外語大学・外国語学部
英米語学科 卒業／
富樫建設工業株式会社 勤務

　4年前に東京から地元村上市
にUターンし、現在は建設会社で
施工管理技士として勤めていま
す。村上に戻り、全く違う業界へ

のチャレンジとなったので、Let’s Try!の精神で一から勉強し、
建築に係る国家資格を取得しました。施工管理は工事の計画、
スケジュール管理、品質管理など、綿密に全体を見渡し多岐に
渡る業者とコミュニケーションを取りながら監督する必要が
あり、人としてのバランス力が試される仕事です。
　人生は日々選択の繰り返しです。より良い選択をするため、
広い視野をもつ必要があります。村上中等教育学校は勉学のみ
ならず、様々な選択の可能性を教えてくれる学び舎です。語学
研修や各界の専門家による講演会、自然の中でのアクティビ
ティなど日々の授業以外で広い世界を知ることができる機会
が多く、6年間、仲間と共に知見を深めながら学習できたこと
は貴重な財産です。
　村上中等教育学校で皆さんの視野を広げ、悔いのない選択を
できるよう励んでほしいと思います。

中山　俊一 さん（3期生）
東北大学大学院・工学研究科・
博士後期課程 修了／
JFEスチール株式会社・スチール
研究所 勤務

　私は現在、鉄鋼会社の研究員
として、高性能な鉄鋼材料を生
み出す研究開発に携わっていま
す。例えば、東京スカイツリーが

お洒落なデザインで日本一の高さにできたのは、近年の鉄鋼材
料の開発によるものです。自分の研究成果が社会のモノとな
り、世の中を便利にしていくため、この仕事に大きなやりがい
を感じています。
　社会人として働く現在、人生は「つとめてやまない」ものだと
再認識しています。勉強することは、決して大学や大学院で終
わりではなく、社会人になった今でも重要になっています。今
でも真剣に勉強を続けられるのは、村上中等教育学校で鍛えら
れた基礎が、現在に活きているためだと感じています。「Let's 
try! 挑戦•創造•貢献」の信念、そしてカリキュラムから主体性
と多様性を学べたことは、研究する上で私の大切な視点になっ
ています。
　村上中等教育学校では、実りのある６年間を提供してくれま
す。自分の将来を見据えて、本学を選択してみてはいかがで
しょうか。

稲葉　聡 さん（3期生）
新潟大学･医学部医学科 卒業／
JA新潟厚生連 長岡中央総合病院
及び日本赤十字社長岡赤十字病院
勤務

　私は新潟大学医学部小児科学
教室の一員として、2021年度は
長岡市の病院で勤務していま
す。小児医療は、NICUでの新生

児集中治療から予防接種・乳幼児健診などの予防医学、小児が
ん・救急集中治療など多岐にわたり、その中で小児科医は多く
の役割を担っています。命が産まれ、1つ1つ年を重ねて成長し
ていくという当たり前のような日常を守るために尽力するや
りがいの大きな職業です。
　大人になり、社会で直面する問題の多くは、明確な答えが存
在しないものだらけです。その中で常により良い答えを考え、
時に創造しなければなりません。村上中等教育学校での6年間
には、机に向かう勉強だけでない多くの「学び」が詰まっていま
す。学んだ知識や経験だけでなく、「学ぶ」という挑戦の姿勢を
身につけたことが、今も自分を助けてくれます。　　
　入学時には受験もあり、不安もあるかもしれませんが、Let’s 
try! です。同じ志をもつ仲間たちや常にサポートしてくれる先
生方と充実した6年間を過ごせることでしょう。
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■ 部活動紹介　村上中等生は部活動も一生懸命です。心身の成長と学習との両立に向き合っています。

■ 村上中等教育学校へのアクセス 周辺図

村上中等教育学校
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村上駅より徒歩15分

旧村上市  170人

〈山形県〉
 小国町　　2人
〈福岡県〉
 大牟田市　1人

旧神林村  30人

旧荒川町  34人

胎内市  63人
聖籠町  6人

新潟市  3人

関川村 14人

新発田市  62人

村上市

旧山北町  18人

旧朝日村  55人

■ 出身市町村別生徒数 ■ 入学者選抜について

オープンスクール

令和4年度 入学者選考検査（予定）

80人（2学級）募集定員

令和3年8月29日（日）第１回

令和3年11月6日（土）第２回

令和3年12月15日（水）～17日（金）
令和4年 1月 8日（土）
令和4年 1月16日（日）

願書受付
選考検査

合格発表

※詳細については別途ご案内します。なお、新型コロナウイルス感染症
の状況により、内容の縮小や中止等もあり得ます。ご了承ください。

運動系

文化系

陸上競技（男女）・サッカー（男）・硬式テニス（男女）・バスケットボール（男女）
バレーボール（女）・卓球（男女）・バドミントン（男女）・ダンス（女）

合唱・華道・箏曲・囲碁将棋・マンガ（全て男女）

5年 後藤　颯斗 さん（村上市立瀬波小学校出身）

　村上中等教育学校の生徒会活動は、学校の大きな魅力となるほど積極的に行われています。様々な活動で、
先輩は後輩の見本となり、時には助言も行います。後輩は先輩の姿から多くのことを学ぶことができます。この
関係が6年間を通して続くことで、行事での達成感はもちろんですが、自分を成長させることにもつながります。
　令和3年度のスローガンは「翠（みどり）」です。これは混じりけのないきれいな羽をもつ鳥、「かわせみ」を意
味します。一人一人が多様できれいな個性（羽）を持ち、それを発揮してほしい、集団活動ではその個性が他と
調和しながら輝いてほしいという願いが込められています。
　村上中等には、魅力的な行事がたくさんあり、それら一つ一つにはそれぞれの楽しさややりがいがあります。
Ｗｅ are looking forward to learning with you！
　みなさんもぜひ私たちと一緒に村上中等教育学校で学び、楽しみ、夢を叶えましょう！ 

生徒会長あいさつ県北の地で培った人間性・知性～力強く人生を切り拓く先輩たち～
主体的に学び、確かな学力と豊かな人間性を身に付け、
国際的な視野をもって社会に貢献できる人間の育成

1・2年生

語学研修や英検などに力を入れ
ていて、自分の力を伸ばすことが
できるところ。

村上中等の魅力

検定に積極的に挑戦し、より高
い級を目指して力を伸ばしてい
くこと。

学校生活の目標

1年
佐藤 英新さん
胎内市立
黒川小学校出身

3・4年生

数学と英語を少人数で学習する
ので、積極的に先生に質問や発
言ができるところ。

村上中等の魅力

部活動と勉強を両立すること。
片方だけ努力するのではなく、平
行して行うこと。

学校生活の目標

3年
上村 悠日さん
村上市立
村上小学校出身

勉強でわからないところを丁寧に
教えてもらえる。難しい問題にも
挑戦できるところ。

村上中等の魅力

毎日楽しく友達と過ごすこと。大
学に進学できるように、課題等に
力を入れること。

学校生活の目標

3年
田島 彩江さん
村上市立
砂山小学校出身

高校受験がないので、前期生の
時から自分の夢としっかり向き
合う時間がとれるところ。

村上中等の魅力

後期課程で皆勤賞をとること。
授業の復習を重視した学習を続
けること。

学校生活の目標

4年
飛鳥 日向子さん
胎内市立
中条小学校出身

語学研修や少人数学習により、
予想以上の英語力が身につくと
ころ。

村上中等の魅力

夢の実現に向けて、苦手分野を
克服するための基礎学力を定着
させること。

学校生活の目標

4年
相馬 陽花さん
村上市立
塩野町小学校出身

5・6年生

前期生と後期生がともに学習し
合う機会や部活を一緒に行うこ
とで、刺激を受けられるところ。

村上中等の魅力

学習と部活の両立をしながら、時
間を無駄にせず、有効に使ってい
くこと。

学校生活の目標

5年
加藤 駿一さん
村上市立
保内小学校出身

幅広い年齢や広範囲の地域の人
と関わり合うことで、視野が広が
り、成長できるところ。

村上中等の魅力

多くの人と切磋琢磨し、自分の夢
を叶えるために、学力と精神力を
高めること。

学校生活の目標

5年
佐野 芹晴さん
村上市立
山辺里小学校出身

授業がわかりやすく、先生方のサ
ポートも充実しているため、６年
間安心して学習できるところ。

村上中等の魅力

日々の勉強を積み重ね、自分の
目標としている大学に合格し、夢
を叶えること。

学校生活の目標

6年
高橋 冴さん
村上市立
村上南小学校出身

志の高い仲間と過ごせるので、勉
強のモチベーションを保ちなが
ら大学受験に臨めるところ。

村上中等の魅力

楽しむときは全力で楽しみ、勉強
するときはしっかり集中して色ん
なことに挑戦すること。

学校生活の目標

6年
冨樫 琴美さん
村上市立
神納小学校出身

先輩や先生方が優しい。入学して
すぐ友達もできたし、行事もたく
さんあるところ。

村上中等の魅力

課題提出率100％をキープする
こと。授業で遅れをとらないよう
勉強を頑張ること。

学校生活の目標

1年
藤井 千明さん
村上市立
瀬波小学校出身

6年間過ごせることや後期生を
習い、目標をもって生活が送れる
ところ。

村上中等の魅力

自分から前期生や後期生に話し
かけたりして交流を深めていく
こと。

学校生活の目標

2年
五十嵐 瑛音さん
新発田市立
米子小学校出身

6年間つながりのある学校生活
を送るので、進路や将来について
考えやすいところ。

村上中等の魅力

与えられた課題だけでなく、自主
学習を行い、習った内容を確実に
理解すること。

学校生活の目標

2年
藤盛 漣人さん
新潟市立
葛塚東小学校出身

平成21･22年３月卒業生（２・３期生）からのメッセージ

Let’s try! こそ私たちの合言葉

自分を高めるために、何をすべきかしっかりと判断できる生徒
目標に向かって、最後までねばり強く取り組むことのできる生徒

求める生徒像
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