
★私立大学　初年度納入金　平均額（定員１人当たり） （単位：円）

区分 初年度経費

関係学部別 合計

文・教育 225,770 821,813 256,671 1,304,254

神・仏教 221,067 770,742 214,903 1,206,712

社会福祉 216,339 782,154 254,564 1,253,057

法・商・経 226,215 812,758 212,634 1,251,607

平均 225,651 815,069 231,717 1,272,437

理・工 238,432 1,111,240 277,703 1,627,375

薬 334,717 1,427,708 416,016 2,178,441

農・獣医 251,393 1,008,511 358,797 1,618,701

平均 251,029 1,136,074 302,921 1,690,024

医 1,340,379 2,670,071 3,037,732 7,048,182

歯 599,454 3,267,136 1,618,620 5,485,210

平均 1,076,278 2,882,894 2,531,892 6,491,064

家政 240,706 828,378 340,589 1,409,673

芸術 242,414 1,130,319 418,258 1,790,991

体育 250,277 839,357 351,653 1,441,287

保健 266,006 993,583 444,151 1,703,740

平均 254,836 969,074 408,238 1,632,148

245,951 930,943 306,070 1,482,964

※出典：文部科学省「令和３年度初年度学生納付金平均額（定員１人当たり）」

※医学部看護学科は「医」区分に含まず、「保健」区分に含める。
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   新潟県立新発田商業高等学校 

        進 路 指 導 部 

         令和4年5月24日発行 

 

一夏入魂 ～その瞬間に全てを懸けろ～ 

６月１日（水）から午前授業となり、体育祭の応援練習が本格的にスタートします。体育祭のス

ローガンは「一夏入魂～その瞬間に全てを懸けろ～」です。現在コロナ禍で、まさに世界中が激し

く変化している中で、体育祭も様々な制約を受けながら準備が進められています。同時に県総体も

始まり、文化部の各種大会も始まります。芝商生たちが、知恵を出し合い、大いに力を発揮する姿

を楽しみにしています。 

スローガンのとおり、その瞬間が正に今なのです。 

 

 

 

 

進学費用と奨学金について考えよう 

下記に私立大学の初年度納入金の平均額を掲載します。（進路の手引Ｐ５０より） 

 

 

 

※「その他」は、施設設備費や実験 

実習料など。 

                            ※２年次以降、「授業料＋その他」 

                             を納入します。 

 

左の表は、初年度の経費合計の平

均額を示していますが、進路の手引

きにあるように受験から入学まで

にも費用がかかります。 

事前に家族で話し合い、計画的に

準備することが必要となります。 

 

また、奨学金についても右記の通

り採用基準があり、家族とよく相談

をしてから申し込んでください。

（進路の手引 Ｐ４６から４８も

参考にしてください） 

 

 

 

 

 

 

 



＜奨学金の一例＞ 

日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ） 

給付奨学金 → 返還義務なし 

１ 採用基準 学力・家計（収入・資産）の両方の基準を満たす人が対象になります。 

 （１）学力基準 次の①・②のいずれかを満たす人 

   ① 高等学校等における申込時までの全履修科目の評定平均値が、５段階評価で3.5以上 

   ② ①に該当しない場合、将来、社会で自立し、及び活躍する目標をもって、進学しようと

する大学等における学修意欲を有すること 

 （２）家計基準 次の①・②の両方を満たす人 

   ① 収入基準 申込者（生徒）・生計維持者（父母等）の所得等に基づき住民税非課税又は

それに準ずる世帯と認められること 

   ② 資産基準 申込者（生徒）・生計維持者（父母）の資産の合計が一定額未満（※） 

※ 生計維持者が１人の場合：1,250万円、生計維持者が２人の場合：2,000万円 

 

 

 

 

 

 ２ 支給月額はweb上で確認してください。 

  奨学金ガイド - 新潟県ホームページ  (niigata.lg.jp) 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kotogakko/1222020128706.html 

各種奨学金制度について 奨学金ガイド（令和4年4月）ＰＤＦファイル 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸与奨学金 → 返還義務あり 

  第一種奨学金（無利子）と第二種奨学金（有利子）があります。 

 １ 採用基準 学力・家計の両方の基準を満たす人が対象となります。 

 （１）学力基準 

  第一種 高等学校等における申込時までの全履修科目の評定平均値が５段階評価で3.5以上 

  第二種 高等学校等における申込時までの全履修科目の学習成績が平均水準以上である等 

※ 経済的に極めて困難な方には、第一種奨学金の学力基準の緩和があります。 

※ 進学後に申し込む場合（在学採用）、専修学校（専門課程）の学力基準は3.2以上 

 （２）家計基準 

      生計維持者（父母）の年収が収入基準以下であること 

  （家計基準の目安） 本人(高校生）、両親、中学生の４人世帯で給与所得の場合 

    第一種 収入(年額)が747万円以下  第二種 収入(年額)が1,100万円以下 

２ 貸与月額はweb上で確認してください。 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kotogakko/1222020128706.html 

 ３ 利子（第二種奨学金） 

  利率固定方式：年0.369％  利率見直し方式：年0.040％ (2022年3月貸与終了者の場合) 

 ４ 貸与奨学金の返還  貸与終了後７か月目から口座引き落としにより返還 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kotogakko/1222020128706.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kotogakko/1222020128706.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kotogakko/1222020128706.html


 

 

 

７月上旬に求人票が公開されます。みなさんは就職活動に取り組む準備はできているでしょ

うか。求人票が公開されれば、応募前職場見学、応募企業の決定、応募書類の作成、面接練習

と、あっという間に時間が過ぎて試験日を迎えることでしょう。その前に、もう一度自分の希

望を確認し、保護者の方とよく話し合いをしておいてください。 

   ハローワークが企業にとったアンケートでは、「高校生の採用で重視する点」として、コミュ

ニケーション能力・協調性・積極性・チャレンジ精神・基本的な生活態度・責任感 が毎年あげ

られています。みなさんにもしっかり身に付いているか確認してみましょう。 

就職への準備といっても、「こうやれば、すぐにＯＫ」などという特効薬はありません。３年

生に限らず、１・２年生も下記のことを日々少しずつ積み重ねていくことが大切です。 

 ①基本的なマナーを身に付ける。  ②自分の考えを持ち、話せるようにする。 

 ③毎日の授業を大切にして、勉強にしっかり取り組む。 

 ④学校を欠席しない。   ⑤職業について、早いうちから関心を持つ。 

特 集【公 務 員】 
 

【公務員とは】 

公務員は、憲法第 15 条に「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」 

 と規定されているように、「全体の奉仕者」であるということが、公務員の性格を明確に示してい 

ます。公務員の仕事は、国民（住民）の利益に直接影響を及ぼします。したがって、公務員には 

高い倫理観が要求されます。このように、公務員は直接社会に貢献する使命感の高い職業であり、 

身分保障や労働条件の面で恵まれているため、その人気は高く、合格が難しい職業となっていま 

す。 

【公務員の種類】 

公務員は、国の機関に勤務する「国家公務員」と、都道府県や市町村などの地方公共団体に勤 

務する「地方公務員」とに分かれます。 

国家公務員 

一般職（各省庁の職員） 

職種は、事務、技術、農業、農業土木、林業に分かれていますが、本校の生徒はほぼ全員が事 

務を希望します。 

勤務地は全国規模ですが、高卒の場合は、試験区分が地域ごとに分かれています。新潟県は関 

東甲信越（新潟県・群馬県・長野県・栃木県・茨城県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・ 

山梨県）に区分されており、その区分が原則、採用時の勤務地となります。 

税務職員 

税務署で、税に関する調査・検査または税の賦課・徴収という仕事に従事します。 

新潟県は関東信越国税局（新潟県・群馬県・長野県・栃木県・茨城県・埼玉県）に分類され、 

合格した場合は原則としてその地域で勤務することになります。 

採用後一年間は埼玉県の税務大学校で研修を受け、その後勤務地が決まります。 

※その他に、刑務官、入国警備官、皇宮護衛官、航空保安大学校、海上保安大学校、裁判所 

一般職、自衛官などがあります。 

地方公務員 

一般事務 

新潟県が実施する採用試験と、各市町村（新発田市や新潟市など）が実施する採用試験とがあ 

ります。新潟県職員は、県庁や県内各地にある出先機関で勤務することになります。 



学校事務 

新潟県が実施する採用試験と、新潟市が実施する採用試験があります。 

主に公立の小中学校で勤務することになります。 

警察事務 

  新潟県が採用試験を実施しています。 

警察本部や県内各地の警察署で勤務することになります。 

警察官 

  新潟県が採用試験を実施しています。 

  採用後は約 10 か月警察学校に入校し、卒業後に各警察署へ配属されます。 

消防士 

各地域の消防本部が採用試験を実施しています。 

本校の生徒は主に、新発田地域広域消防と新潟市消防を希望します。 

【公務員試験の主な内容】 

  試験は、教養試験（筆記試験）が中心の 1 次試験、面接試験が中心の２次試験があります。（自 

治体によっては、最終面接としての３次試験があります） 

１次試験に合格しないと、２次試験へは進めません。 

◎試験の内容 

１次試験 

・基礎能力試験（教養試験） ・適性試験  ・作文試験（２次試験で実施される場合もある） 

２次試験 

・面接試験（個人面接、集団面接など） ・適性検査（クレペリン検査、ＹＧ検査など） 

◎基礎能力試験・・・自主学習と解説会が重要 

基礎能力試験（教養試験）は、第１次試験の合否を決定づけるほど大きなウェイトを占める 

試験で、おおむね６～７割が合格ラインといわれています。その内容を大別すると、高校まで 

に学習してきた社会や国語、理科などからなる『知識分野（一般教科）』と、「文章理解」とい 

う長文読解、公務員試験独特の「数的推理」や「判断推理」などからなる『知能分野（教養分 

野）』の２つで構成されています。 

『知識分野』は出題範囲が広いですが、内容的には基本的な問題なので、毎日の授業の勉強 

と家庭学習が重要です。『知能分野』は公務員試験独特の問題なので、自分で学習して理解する 

のが非常に難しいです。そのため本校では公務員模試を実施し、その後に開催される解説会で 

理解を深めるという対策をとっています。 

◎適性試験・・・問題に慣れることが大切 

適性試験は、問題をいかに早く、かつ正確に処理することができるかという面が判定されま 

す。適性試験のレベルアップには、試験の解答要領に慣れることが一番です。「習うより慣れ 

ろ」で繰り返し反復練習を行い、その問題についての解き方のポイントを身に付けることが大 

切です。 

◎作文試験・・・苦手意識を持たず、まずは書いてみる 

公務員の仕事には文章を取り扱う仕事が多いため、表現力や語いなどの基礎的な国語力が不 

可欠なので、作文試験が課されます。また選択式の教養試験では見ることのできない、公務員 

としてふさわしい理解力や表現力を評価するためにも行われます。作文に関しては苦手意識を 

持っている人も多いと思いますが、日頃から新聞や本を読み、活字に慣れること、またニュー 

スで話題になっていることや身の回りのことに関心を持つことが大切です。 

【公務員試験を受験する際の注意点】 

公務員試験は、合格発表が遅い（10 月～12 月）ので、結果が不合格だった場合に、就職希望に 

変えても希望する就職先がなくなっていることが多く、非常に不利な就職活動を強いられること 

になります。そのため公務員試験が不合格だった場合の進路をどうするかということも、家族で 

しっかり話し合って決めておくことが必要です。 


