谷高ダイジェスト
小千谷中学校の皆さんの先輩が谷高に入学してから、３か月が経ち
ました。高校生活について、いろいろ聞いてみましょう。
問１

問２

問３

問１

問２

問３

入学してから楽しかったことは何ですか？
オリエンテーション合宿です。新しい友達もでき、学
習方法や大学進学についての話などもたくさん聞くこ
とができました。
勉強と部活動との両立はできますか？
部活動で疲れて眠い日もありますが、スキマ時間や帰
宅してからの時間をうまく使うようにしています。最
初は勉強と部活を両立することは大変ですが、習慣化
Ｍ・Ｓ さん
することで充実した生活を送ることができます。
小千谷中学校出身
後輩へのメッセージ
バレーボール部所属
中学校と高校では、生活が大きく変わります。これから
は、勉強が生活の中心になると思いますが、自分の目標に向けて頑張って下さい。

楽しかったり、興味のある授業は何ですか？
生物です。中学では理科のなかの一つの分野でしたが、
高校では１つの科目として、好きな勉強をより専門的
に深く学ぶことができます。
谷高はどんな雰囲気ですか？
先生も生徒も文武両道で、進路実現に向けて日々頑張
っている印象です。勉強も部活も頑張りたい人にはと
ても良い環境です。
Ｋ・Ｓ さん
後輩へのメッセージ
小千谷中学校出身
中学と高校では、すべてが違います。それでも、中学ま
生徒会執行部所属
でで培ったことが生きる瞬間はたくさんあります。今を
大切にして、自分の将来についてよく考えてみて下さい。応援しています。
新入生オリエンテーション合宿（４月）の様子

４月 10 日～11 日の１泊２日、当間高原ベルナティオで、新入生対象のオリ
エンテーション合宿を行いました。高校での学習方法、学校生活について、
新しい仲間たちと学びました。

新潟県立小千谷高等学校

●オープンスクール 9 月 19 日(木) , 20 日(金)

谷高ダイジェスト
東小千谷中学校の皆さんの先輩が谷高に入学してから、２か月が経
ちました。高校生活について、いろいろ聞いてみましょう。

問１

問２

問３

問１

問２

問３

入学してから楽しかったことは何ですか？
部活動です。先輩が面白くて優しい人が多いので、と
ても楽しいです。最近は、毎週末、県外に練習試合に
行っていて、朝が早くて大変ですが、とてもやりがい
があります。
谷高はどんな雰囲気ですか？
落ち着いた雰囲気で、とても勉強しやすいです。自分
の進路実現向けて頑張れる学校です。
後輩へのメッセージ
残り少ない中学校生活を楽しく過ごしてください。そし
て、進路実現のため、悔いのないように頑張ってくださ
い‼ ぜひ、小千谷高校に来てください。

勉強と部活との両立はできますか？
できます。自分に合った学習方法をみつけ勉強すれば
できます。例えば、授業と授業の隙間の時間を有効に
使っています。
楽しかったり、興味のある授業は何ですか？
数学です。わかりやすい授業で、中学よりもより深い
ものが学べるので楽しいです。自分の将来の目標に直
接関係しているので楽しいです。
後輩へのメッセージ
谷高に入学して、部活動、勉強ともに励み、楽しい学校
生活を送りましょう‼

Ｙ・Ｍ さん
東小千谷中学校出身
野球部所属（マネージャー）

Ｓ・Ｈ さん
東小千谷中学校出身
サッカー部所属

新入生オリエンテーション合宿（４月）の様子
４月 10 日～11 日の１泊２日、当間高原ベルナティオで、新入生対象の
オリエンテーション合宿を行いました。高校での学習方法、学校生活に
ついて、新しい仲間たちと学びました。

新潟県立小千谷高等学校

●オープンスクール 9 月 19 日(木) , 20 日(金)

谷高ダイジェスト
千田中学校の皆さんの先輩が谷高に入学してから、３か月が経ちま
した。高校生活について、いろいろ聞いてみましょう。

問１

問２

問３

問１

問２

問３

入学してから楽しかったことは何ですか？
入学してからすぐに行われたオリエンテーション合宿
です。多くの友達ができて、入学してからの緊張がほ
ぐれました。
楽しかったり、興味のある授業は何ですか？
数学の授業が一番楽しいです。高校の数学は難しいで
すが、分かったときがとても気持ちが良いです。
後輩へのメッセージ
高校は、中学校に比べて勉強などが大変になります。予
習復習をきっちり行いましょう。

勉強と部活動との両立はできますか？
できています。部活では、勉強の疲れをリフレッシュ
させる良い場となっています。
谷高はどんな雰囲気ですか？
授業と学校行事のメリハリがあって、学習する雰囲気
が整っています。他のクラスとも仲が良く、先生も優
しくて、とても明るく楽しい学校です。
後輩へのメッセージ
高校の学習内容は中学とは大きく変わり、大変なときも
あります。中学で基礎学力をしっかりとつけて、文武両
道を目標に頑張ってください。

Ｒ・Ｋ さん
千田中学校出身
写真部、硬式テニス部所属

Ｓ・Ｏ さん
千田中学校出身
硬式テニス部所属

新入生オリエンテーション合宿（４月）の様子
４月 10 日～11 日の１泊２日、当間高原ベルナティオで、新入生対象のオ
リエンテーション合宿を行いました。高校での学習方法、学校生活につい
て、新しい仲間たちと学びました。

新潟県立小千谷高等学校

●オープンスクール 9 月 19 日(木) , 20 日(金)

谷高ダイジェスト
小千谷市立南中学校の皆さんの先輩が谷高に入学してから、３か月
が経ちました。高校生活について、いろいろ聞いてみましょう。
問１

問２

問３

問１

問２

問３

入学してから楽しかったことは何ですか？
体育祭です。全校一丸となって、競技や応援をして、
とても盛り上がり、楽しい行事になりました。
谷高はどんな雰囲気ですか？
真剣に学習に取り組み、質問をする姿勢もあって、と
ても積極的に授業を受けている人が多いです。学習す
るにはとても良い雰囲気です。
後輩へのメッセージ
高校では、授業の時間が長くなり、慣れない環境で不安
もあると思いますが、勉強や部活動にとても充実した生
活を送れます。高校進学を目指して頑張って下さい。

勉強と部活動との両立はできますか？
両立できるよう努力しています。バランス良く両立さ
せれば、メリハリがつき、学校生活はより楽しくなる
と思います。
楽しかったり、興味のある授業は何ですか？
コミュニケーション英語が楽しいと思います。先生も
面白く、中学で英語が苦手な人でも楽しめると思いま
す。
後輩へのメッセージ
高校進学は、自分を変えるチャンスです。私自身、中学
のときよりも明るくなれたと思います。それでは、谷高
で待っています。

Ｎ・Ｋ さん
小千谷市立南中学校出身
数学部所属

Ｎ・Ａ さん
小千谷市立南中学校出身
登山部、文芸部所属

新入生オリエンテーション合宿（４月）の様子
４月 10 日～11 日の１泊２日、当間高原ベルナティオで、新入生対象のオリ
エンテーション合宿を行いました。高校での学習方法、学校生活について、
新しい仲間たちと学びました。

新潟県立小千谷高等学校

●オープンスクール 9 月 19 日(木) , 20 日(金)

谷高ダイジェスト
片貝中学校の皆さんの先輩が谷高に入学してから、３か月が経ちま
した。高校生活について、いろいろ聞いてみましょう。

問１

問２

問３

問１

問２

問３

入学してから楽しかったことは何ですか？
オリエンテーション合宿です。高校で学習する内容の
講話を聞くことができ、とてもためになりました。ま
た、２日間を通して、たくさんの友達ができました。
谷高はどんな雰囲気ですか？
学校行事などでは先輩方が優しく教えてくれ、授業も
先生方が分かりやすく教えてくださるので、勉強、行
事、部活のメリハリがあり、良い雰囲気の学校です。
Ｓ・Ｍ さん
後輩へのメッセージ
片貝中学校出身
谷高は、勉強も部活も両立して行うことの出来る学校だ
と思います。私は習い事を３つしていますが、放課後の
補習や再テストにならないように自宅学習も頑張っています。

勉強と部活動との両立はできますか？
できています。中学校よりも勉強の質、量ともアップ
したので、時間の使い方を考えて生活しています。
楽しかったり、興味のある授業は何ですか？
英語です。中学校よりも少し難しくなりますが、先生
も分かりやすく教えてくれるし、とても楽しく授業が
出来ています。
後輩へのメッセージ
中学校と高校では生活がガラリと変わってきます。最初
は戸惑うこともありますが、すぐに高校生活に慣れてい
くと思います。目標に向かって日々頑張ってください。
応援しています。

Ｋ・Ｓ さん
片貝中学校出身
バスケットボール部所属

新入生オリエンテーション合宿（４月）の様子
４月 10 日～11 日の１泊２日、当間高原ベルナティオで、新入生対象のオリ
エンテーション合宿を行いました。高校での学習方法、学校生活について、
新しい仲間たちと学びました。

新潟県立小千谷高等学校

●オープンスクール 9 月 19 日(木) , 20 日(金)

谷高ダイジェスト
川口中学校の皆さんの先輩が谷高に入学してから、２か月半が経ち
ました。高校生活について、いろいろ聞いてみましょう。

問１

問２

問３

問１

問２

問３

入学してから楽しかったことは何ですか？
部活動です。谷高には全部で２８の部活があります。
私は登山部に入部しましたが、中学時代では絶対にで
きない経験が多く、とても楽しいです。
勉強と部活との両立はできますか？
入部当初は、部活動の疲れで早く寝てしまう日が多か
ったです。最近は手帳に日々の学習時間を記入して生
活態度を見直し、両立できるようになってきました。
後輩へのメッセージ
谷高は自分の夢に向かって頑張ることのできる高校で
す。慣れないうちは大変ですが、とても充実しています。
ぜひ谷高に来てください。

楽しかったり、興味のある授業は何ですか？
英語の授業が楽しいです。英語の授業では、英文を聞
いたり書いたりする他に、ペアと英文を読んだりして、
楽しく理解することができます。
谷高はどんな雰囲気ですか？
とても明るく、先生方や生徒が優しい雰囲気です。先
生方は、進路や勉強などのことについてよく考えてく
れるので、とても学校生活が充実しています。
後輩へのメッセージ
小千谷高校は、充実した学校生活を送れる良い学校で
す。ぜひ小千谷高校に来てください。

Ｈ・Ｍ さん
川口中学校出身
登山部所属

Ｓ・Ｉ さん
川口中学校出身
バスケットボール部所属

新入生オリエンテーション合宿（４月）の様子
４月 10 日～11 日の１泊２日、当間高原ベルナティオで、新入生対象の
オリエンテーション合宿を行いました。高校での学習方法、学校生活に
ついて、新しい仲間たちと学びました。

新潟県立小千谷高等学校

●オープンスクール 9 月 19 日(木) , 20 日(金)

谷高ダイジェスト
堀之内中学校の皆さんの先輩が谷高に入学してから、３か月が経ち
ました。高校生活について、いろいろ聞いてみましょう。

問１

問２

問３

問１

問２

問３

入学してから楽しかったことは何ですか？
新入生オリエンテーション合宿です。いつもとは違う
環境の中で、みんなと勉強や会話をすることで、自然
と打ち解けることができました。
谷高はどんな雰囲気ですか？
個性豊かな人が多く、学校全体が和気あいあいとして
います。体育祭では、一致団結して盛り上がりました。
後輩へのメッセージ
高校では教科が増え、知識の幅が広がります。また、新
しい人と出会うことで、自分のまだ知らない世界を見つ
ける場でもあると思います。高校に夢を持って、勉強頑
張ってください。

勉強と部活動との両立はできますか？
部活で、夜遅く家に帰ることも多いですが、予習、復
習に力を入れ、テスト勉強などにもしっかりと取り組
むことはできています。
楽しかったり、興味のある授業は何ですか？
数学です。教えて下さる先生の授業はとても分かりや
すく、丁寧な解説などをして下さるので、とても理解
しやすく楽しいです。
後輩へのメッセージ
中学校のときに比べて、生活リズムがとても変わってし
まいますが、慣れれば勉強も部活動もとても楽しくなり
充実した学校生活を送れます。

Ｍ・Ｍ さん
堀之内中学校出身
箏曲部所属

Ｒ・Ｏ さん
堀之内中学校出身
バスケットボール所属

新入生オリエンテーション合宿（４月）の様子
４月 10 日～11 日の１泊２日、当間高原ベルナティオで、新入生対象のオリ
エンテーション合宿を行いました。高校での学習方法、学校生活について、
新しい仲間たちと学びました。

新潟県立小千谷高等学校

●オープンスクール 9 月 19 日(木) , 20 日(金)

