★ 今月の”心にひびく言葉“
★ 教育 TOPIC
～2015 年度 新潟県公立高入試～
「特色化選抜出願のための実績要件が公表されました！」

各教室の授業スケジュールは

★ NSG PLATS から
★ １月予定表

教室紹介のページからご覧ください。
石の上にも三年という。
しかし、三年を一年で習得する努力を
怠ってはならない。
松下 幸之助 （1894 年 11 月 27 日～1989 年 4 月 27 日） の言葉
松下幸之助は日本の発明家、実業家。父が米相場で失敗したのち、小学校を中退し、9 歳
で丁稚奉公に出たが、くじけることなく、多くの経験を糧として商売人としての心得を学んだ。
大正 6 年、わずかな手元資金で独立。一代でパナソニックを築き上げ、「経営の神様」と呼
ばれる。この実現には「三年を一年で…」という考えがあったのですね。

① ⇒⇒「今月のヘーチキ」◎コオロギの耳は前足にあるそうです。前足の中間あたりを虫眼鏡で見てみると、両側に１つずつ小さな穴があいています。これがコオロギの耳です。 ⇒ ◎タラバガニはカニではなく、ヤドカリの仲間です。⇒⇒

先日、新潟県教育委員会は、昨年まで 2 月中旬に行われていた推薦選抜（一般推薦、特別推薦）に替わり、2015 年度より新たに実施
される「特色化選抜」の出願要件を公表しました。同じ種目でも高校により必要な要件が異なる場合があります。以下がその内容です。
高校名

学科

分野・種目

新潟中央

普通
食物

バスケットボール
（女子）

音楽

音楽

新潟西

普通

サッカー
（男子）
ボクシング
（男子）

新潟北

普通

ウエイトリフティング

（男子）

豊栄

普通

柔道
（男子）

新潟向陽

普通

ボクシング（男子）

巻

巻総合

普通

総合

ホッケー
（男女）
バレーボール
（男子）
ソフトテニス
（男子）
ホッケー
（男女）
ボクシング
（男子）
バスケットボール
（男子）

新潟商業

総合ビジネス

情報処理

剣道
（男女）
陸上競技
（女子）
ラグビー
（男子）

新潟工業

機械
電気
建築
建築設備
土木
工業化学

サッカー
（男子）

ウエイトリフティング

（男子）

バスケットボール
（男子）

実績要件（表記以上の実績を求める）
以下のいずれかの実績を有する者
・都道府県中学総合体育大会の登録選手
・体育協会加盟団体主催の都道府県大会の登録選手
・都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会の第２次選考選手または最終選考選手
日頃より技術を磨き、3 年間さらなる向上をめざして学ぶ意思をもつ者
以下のいずれかの実績を有する者
・都道府県選抜または体育協会加盟団体が選抜する U‐13 及び U‐14 県トレセン選抜選手
および U‐15 県トレセン選抜選手候補
・都道府県中学校総合体育大会レギュラー
・体育協会加盟団体主催の都道府県大会レギュラー
以下のいずれかの種目において、体育協会加盟団体主催の都道府県大会に出場した者
ボクシング、空手、テコンドー、少林寺拳法
以下のいずれかの種目において、都道府県中学校総合体育大会または体育協会加盟団体主催の
都道府県大会に出場した者
ウエイトリフティング、陸上競技（投てき）
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 ・体育協会加盟団体主催の都道府県大会
日本ボクシング連盟主催アンダージュニアボクシング大会（ブロック大会）出場

今回の「筆答検査的思考にチャレンジ！」は、筆答検査Ａの英語に関する内容です。与えられたテー
マについて、自分の考えを論理的に英文で書いてみましょう！

問題

将来やってみたいと思うことについて、あなたの意見を述べなさい。
※使える英語表現をいくつか下にまとめてあるので参考にしてみてください。

１．私は～したいと思っています。
→
I want(would like) to （動詞原型）+（何を） ．
２．（場所）に（何か）がいます／あります。
→
There is(are) + （何か） +（場所）．
３．私は～ということを学びました。→ I have learned that +（誰が）+（どうする）+（何を）
．
４．私（私達）は～して楽しみます。
→
I(We) enjoy + （動詞 ing 形） +（何を）
．
５．私（私達）は（Ａ）を（Ｂ）にするつもりです。
→
I(We) will make +（Ａ）+（Ｂ）
．
６．私（私達）は～すべきだ／すべきではない。
→
I(We) should(shouldn’t) +（動詞原型）+（何を）．
７．Ａ（理由）だから／なのでＢ（結論）です。
→（Ｂ：結論）because（Ａ：理由）．または Because（Ａ：理由），
（Ｂ：結論）．※理由文に because つける
８．使える熟語
→
for example（例えば） as a +（名詞）
（○○として） in the future（将来）
完成したら PLATS の先生に見せてみましょう。

中学校体育連盟または体育協会加盟団体主催大会で都道府県大会ベスト８の登録選手
中学校体育連盟または体育協会加盟団体主催大会で都道府県大会ベスト８の登録選手
中学校体育連盟主催の大会で、個人で都道府県大会ベスト８、または団体（大会登録選手）
ベスト４
中学校体育連盟または体育協会加盟団体主催のブロック大会に出場した者、または都道府県
大会選抜選手
中学校体育連盟または体育協会加盟団体主催のブロック大会に出場した者、または都道府県
選抜選手
以下のいずれかの実績を有する者
・都道府県中学総合体育大会の登録選手
・体育協会加盟団体主催の都道府県大会の登録選手
・都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会の第２次選考選手または最終選考選手
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 ・体育協会加盟団体主催の都道府県大会
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 ・体育協会加盟団体主催の都道府県大会
以下のいずれかの実績を有する者
・全国ジュニア・ラグビーフットボール大会のブロック大会に出場した、都道府県スクール
選抜選手、中学校選抜選手または県選抜選手
・東日本中学校ラグビーフットボール大会のブロック大会に出場したに新潟県代表選手
・東日本中学校ラグビーフットボール大会に出場した選手
以下のいずれかの実績を有する者
・都道府県中学校総合体育大会の登録選手
・体育協会加盟団体が主催する都道府県大会の登録選手
・体育協会加盟団体が選抜する U‐13 及び U‐14 県トレセン選抜選手及び U‐15 県トレセン
選抜選手候補
以下のいずれかの実績を有する者
・全国中学校ウエイトリフティング競技選手権大会出場
・都道府県中学校総合体育大会または体育連盟加盟団体主催大会陸上競技（投てき）の都道
府県大会の出場選手
以下のいずれかの実績を有する者
・都道府県中学校総合体育大会または体育連盟加盟団体主催の都道府県大会の登録選手
・都道府県対抗ジュニアバスケットボール大会出場

上記の一覧表ではスポーツに関する内容が多くを占めていますが、新津工業高校では「科学」「ものづくり・木工」「ロボット・コンピュータ」
に秀でた生徒の募集がされるなど、スポーツ以外に関する募集がされている高校も複数あります。「特色化選抜」の出願要件を見ること
で、自分の個性を発揮し、伸ばすことのできる環境を見つける参考にしていただければと思います。

現在の中学２年生が受験する「平成 28 年度公立高校入試」の実施日程が公表されました。今年行
われる新しい新潟県公立高校入試の出題傾向を踏まえた準備が必要になります。4 月には PLATS でも
高校入試の実施状況を踏まえた説明会を予定しています。ぜひご参加ください。
中２生は“受験校決定まであと 1 年”。悔いのない１年間を過ごしましょう！
学校名
特色化選抜
一般選抜
2 次募集

全て
平成
28 年

出願

試験日

合格発表

2/3（水）～5（金）

2/12（金）

（内定通知）2/16（火）

2/19（金）～2/23（火）
3/22（火）～23（水）

[学力検査]3/8（火）
[独自検査]3/9（水）

3/24（木）

3/14（月）
3/25（金）

◆ 中３生 ３月度授業の振替につきまして
公立高校受験生を対象に、万全な体制で受験にのぞめるよう、入試後の
３月度授業の振替受講をオススメしております。通常授業に振替も可能ですし、
全教室とも「中３生限定 入試直前特別授業 DAY」を設置しております。
詳細はお子様を通じて配布しております、「中３ ３月度授業の振替につきまして」
に記載しております。ご不明点ございましたら各教室までお問い合わせください。

⇒⇒「今月のヘーチキ」◎日本で一番長い海岸線をもつ都道府県は、長崎県です。複雑に入り組んだ海岸線や五島列島などの島が１０００近くもあり、その海岸線を合計すると一番長くなります。一番海岸 線が短いのは東京都です。⇒⇒

