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山口県内の
私立高等学校
マップ

★私学の快適さ

恵まれた設備・環境
　私学では、学業やスポーツに
生徒一人ひとりがそれぞれの能
力を最大限に引き出せるような
設備や環境を充実させていま
す。専用のサッカー場を持って
いる学校や専用の野球場を持っ
ている学校もあれば、ピアノの
個人レッスン場の充実した学校
もあります。公立と違って私学
は教員の転勤がありませんの
で、指導力の優れた教育熱心な
先生が、在校中も卒業後も暖か
く見守ってくれます。

★今私学が熱い

高まる私学志向
　私学は公立にはない色々な
特色を持っています。例えば、
スポーツにおいてその特色を
発揮する学校もあれば、大学進
学において特色のある教育を
展開している学校もあります。
中学生の皆さんには、それぞれ
の個性にあった学校を選び、よ
りよい青春のひとときを過ご
せるような学校生活を送って
欲しいと思います。

★私学のユニークさ

多彩な学校行事
　私学では、様々な体験ができ
るように多彩な学校行事が用意
されています。例えば、国際理解
を深めるための修学旅行や語学
研修、伝統的行事を継承した針
供養、衛生看護科の戴帽式など
です。そのような学校行事は共
に助け合うことの大切さと、伝
統を慈しむ心を育てます。

★私学も学費の負担軽減

学費負担大幅に減少
　授業料等について、私学への
国や県からの助成制度が改正
され、年収約590万円未満世帯
が授業料実質無償化となるな
ど、保護者の経済的な負担が以
前よりも軽くなりました。ま
た、私学の入学者に対しては、
入学金や授業料の負担軽減の
ための公的な制度や学校独自
の制度など様々な制度があり
ます。さらに、学業成績、スポー
ツ、芸術面等で優れた者に対し
て、学校独自の免除特待制度、
奨学金制度を設けている学校
も多くあります。

★私学ならではの活躍

充実した部活動とその活躍
　私学は学業ばかりでなく部活動も盛んです。充実した設備
環境のもと、活発な部活動が展開されています。そこには熱意
あふれる指導者の存在も忘れてはなりません。私学には経験
豊かな指導者が多く、これまでオリンピック選手を輩出する
ほか、全国レベルで活躍し、優秀な成績を収める学校もありま
す。また、文化部でも全国レベルで活躍する生徒を多く輩出し
ているのも私学の大きな特徴です。

★社会のニーズに応える私学

自己実現を図る学科及びコース
　私学では生徒の将来の目標に応じた多彩な学科やコースを
用意しています。例えば進学を目指す生徒の皆さんに対して
は、国立理系・文系、私立理系・文系など、希望の進路に合わせた
カリキュラムが学科・コースによって用意されています。一方、
将来の進路を就職に置く生徒の皆さんに対しては、実学を重点
においた授業が展開されています。例えば、工業系の学科であ
るとか、衛生看護の学科であるとか、最近では情報化した現在
の社会を反映したような個性的な学科も登場しています。

★私学ならではの人づくり

建学の精神と教育方針
　私学には公立と異なり、それ
ぞれの創始者の教育への想い
の詰まった建学の精神があり
ます。建学の精神とは、学校を
作るにあたってどのような生
徒を育てていきたいかという
学校の方針を示したものです。
私学には思春期を迎えた生徒
の皆さんの「人間形成」につな
がる大切な教育の指針となる
ものがあるというわけです。中
学生の皆さんはそれぞれの学
校の特色を理解して、学校選び
をして下さい。

★私学は塾要らず

塾のいらない徹底した指導
　私学は特色ある学科やコースを設置しています。大学進学を
目指す生徒の皆さんに対して、少人数教育や習熟度別授業、早
朝放課後の個別指導体制などを整えています。また、最新の機
器を備えてサテライト授業を展開している学校も少なくあり
ません。ですから、校外での生活で塾や予備校に通ったりして
多額の費用を掛ける必要がありません。

　中学生の皆さんこんにちは。将来の夢と希望に向かって、勉学や運動に日々努
力されているものと思います。
　さて、当協会では、皆さんの高校進学に向けてよりよい進路選択ができるよう、
私学版進学ガイドブック「私学マップ」を発行しています。県下20校の私立高等学
校合同のご案内ですが、皆さんの進路先決定のお役に立てればと思っています。
　私学は各校独自の建学の精神をもっています。これは公立にはないもので、こ
れをバックボーンにおいた教育方針が立てられ、特色ある教育が行われていま
す。本冊子から私学の意気込みや活躍振りを知っていただき、充実感あふれる高
校生活に夢と希望を抱き、自己実現の図られる適切な選択をされますよう願っ
ています。この冊子を座右に置いて参考にされ、皆さんの夢の実現に向けての一
助となればと思っています。
　私学はあなたの入学を心からお待ちしています。

ごあいさつ

山口県私立中学高等学校協会

会長　古田　圭一

やまぐち 私学マップ
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１ 入試日程は９月初旬に報道発表いたします。
 新聞等に掲載されます。
 山口県私立中高協会のHPにも掲載します。
 URLは次の通りです。
 http://www.yamaguchi-shigaku.or.jp/tyukou/

２ 各校の学校案内、募集要項は２学期には発行します。
 各校にお問い合わせください。

◆令和３年度入試日程等◆
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★私学の快適さ

恵まれた設備・環境
　私学では、学業やスポーツに
生徒一人ひとりがそれぞれの能
力を最大限に引き出せるような
設備や環境を充実させていま
す。専用のサッカー場を持って
いる学校や専用の野球場を持っ
ている学校もあれば、ピアノの
個人レッスン場の充実した学校
もあります。公立と違って私学
は教員の転勤がありませんの
で、指導力の優れた教育熱心な
先生が、在校中も卒業後も暖か
く見守ってくれます。

★今私学が熱い

高まる私学志向
　私学は公立にはない色々な
特色を持っています。例えば、
スポーツにおいてその特色を
発揮する学校もあれば、大学進
学において特色のある教育を
展開している学校もあります。
中学生の皆さんには、それぞれ
の個性にあった学校を選び、よ
りよい青春のひとときを過ご
せるような学校生活を送って
欲しいと思います。

★私学のユニークさ

多彩な学校行事
　私学では、様々な体験ができ
るように多彩な学校行事が用意
されています。例えば、国際理解
を深めるための修学旅行や語学
研修、伝統的行事を継承した針
供養、衛生看護科の戴帽式など
です。そのような学校行事は共
に助け合うことの大切さと、伝
統を慈しむ心を育てます。

★私学も学費の負担軽減

学費負担大幅に減少
　授業料等について、私学への
国や県からの助成制度が改正
され、年収約590万円未満世帯
が授業料実質無償化となるな
ど、保護者の経済的な負担が以
前よりも軽くなりました。ま
た、私学の入学者に対しては、
入学金や授業料の負担軽減の
ための公的な制度や学校独自
の制度など様々な制度があり
ます。さらに、学業成績、スポー
ツ、芸術面等で優れた者に対し
て、学校独自の免除特待制度、
奨学金制度を設けている学校
も多くあります。

★私学ならではの活躍

充実した部活動とその活躍
　私学は学業ばかりでなく部活動も盛んです。充実した設備
環境のもと、活発な部活動が展開されています。そこには熱意
あふれる指導者の存在も忘れてはなりません。私学には経験
豊かな指導者が多く、これまでオリンピック選手を輩出する
ほか、全国レベルで活躍し、優秀な成績を収める学校もありま
す。また、文化部でも全国レベルで活躍する生徒を多く輩出し
ているのも私学の大きな特徴です。

★社会のニーズに応える私学

自己実現を図る学科及びコース
　私学では生徒の将来の目標に応じた多彩な学科やコースを
用意しています。例えば進学を目指す生徒の皆さんに対して
は、国立理系・文系、私立理系・文系など、希望の進路に合わせた
カリキュラムが学科・コースによって用意されています。一方、
将来の進路を就職に置く生徒の皆さんに対しては、実学を重点
においた授業が展開されています。例えば、工業系の学科であ
るとか、衛生看護の学科であるとか、最近では情報化した現在
の社会を反映したような個性的な学科も登場しています。

★私学ならではの人づくり

建学の精神と教育方針
　私学には公立と異なり、それ
ぞれの創始者の教育への想い
の詰まった建学の精神があり
ます。建学の精神とは、学校を
作るにあたってどのような生
徒を育てていきたいかという
学校の方針を示したものです。
私学には思春期を迎えた生徒
の皆さんの「人間形成」につな
がる大切な教育の指針となる
ものがあるというわけです。中
学生の皆さんはそれぞれの学
校の特色を理解して、学校選び
をして下さい。

★私学は塾要らず

塾のいらない徹底した指導
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　さて、当協会では、皆さんの高校進学に向けてよりよい進路選択ができるよう、
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校合同のご案内ですが、皆さんの進路先決定のお役に立てればと思っています。
　私学は各校独自の建学の精神をもっています。これは公立にはないもので、こ
れをバックボーンにおいた教育方針が立てられ、特色ある教育が行われていま
す。本冊子から私学の意気込みや活躍振りを知っていただき、充実感あふれる高
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見て・聞いて・体験して・納得 !!
　学校の状況等を正しく理解して、入学していただくために、
各校でオープンスクールを開催します。
　入学後の高校生活の一端を体験できるよう、趣向を凝らし
た様々な行事を企画して、皆さんのお越しをお待ちしてい
ます。令和２年度の各校の日程、内容等を紹介します。

期日を確かめ、積極的に参加しよう
　「百聞は一見に如かず」と言われます。皆さんの夢が実現できると思われるいろいろな学校に足を
運んで、実際に見て、説明を受け、体験して、納得して、目標設定をして欲しいと思います。期日等
をよく確かめ、積極的な参加をされるよう、こころからお待ちしています。開催時刻等不明の点に
ついては各校のホームページで確認するか、電話でお問い合わせください。また協会のホームページ
にも一覧を掲載しています。
※新型コロナウイルスの影響で、変更となることがあります。

高水高等学校 柳井学園高等学校

2020　高水大歓迎！ 毎年、
「良かった」と100％の高評価

第１回　令和２年８月21日（金）・22日（土）
第２回　令和２年11月３日（火・祝）

第１回　令和２年  8月7日（金）
第２回　令和２年  8月8日（土）
第３回　令和２年10月3日（土）
第４回　令和２年11月3日（火・祝）

【内容】
・各学科・コース説明会　　　・部活動体験・体験授業
・在校生との座談会（Q＆A）

心を込めて皆さんをお迎えします。
高水で楽しい一時を過ごして下さい。 とても楽しい雰囲気で参加しやすいオープンスクールです。

オープンスクールに
行ってみよう

第１回 学校紹介・体験講座・校内見学
第２回 入試説明・学校紹介・校内見学
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中村女子高等学校

聖光高等学校 山口県桜ケ丘高等学校

高川学園高等学校

野田学園高等学校

U
ユ ナ イ ト
NITE N

ナ カ ジ ョ
akajo!

キミの未来は
ここからはじまる

見て・聞いて
もっと体験　桜ケ丘!

“なりたい”と“やりたい”を
実現する！

来て、見て、体験する
NODA!!

オープンスクール　　　第１回 ８月22日（土）　第２回 ８月29日（土）
　　　　　　　　　　　第３回11月 ３日（火・祝日）
保護者対象入試説明会　第１回10月18日（日）　第２回11月３日（火・祝日）

第１回　令和２年  8月29日（土） ・ 8月30日（日） ※予定
第２回　令和２年10月17日（土） 
入試相談会　令和２年11月（周東•光•下松•防府・本校）

〇 オープンスクール  ８月21日（金）・22日（土）
〇 G・Iコース説明会 10月10日（土）
〇 入試説明会 11月 ７日（土）

聖光を丸ごと体験しよ
う。各学科・コースの
授業や部活動を体感で
きるオープンスクール。
昨年度の参加人数は
1546人！さあ、君も一
日聖光生になってみよ
う。

学科・コース説明、
授業体験、部活動体
験、学食体験　etc.
…多彩なプログラ
ムで皆さんを歓迎
します。ぜひ、桜ケ丘
を“新•発見”して下
さい。

オープンキャンパス　９月中旬に延期

面白科学実験やクッキング
教室、部活動の体験入部な
ど、体験型の楽しい企画を
たくさん用意しています。
無料学食体験もあるよ！

山口の女子校は、中
なか

女
じょ

だけ！　 野田学園を探検してみよう！

聖光を体感しよう 桜ケ丘をまるごと見せます

伸ばそう。見つけよう。タカガワで！

・学校紹介ビデオの上映（各学科・コースの紹介）
・各学科体験学習（２つの学科を体験）
・個別相談会　他

オープンスクール
授業体験、ICT体験、入試解説、部活動紹介など、自由
に体験できます。

第１回　８月９日（日）または10日（月・祝）
　　　　※「ヨット講座」８月10日のみ
　　　　※「野球講座」「サッカー講座」８月11日（火）
第２回　令和２年11月３日（火・祝）

高校入試説明会　10月～11月開催予定
夜 間 相 談 会　７月13日（月）～17日（金）
学校説明、施設見学、学科・コースの紹介、募集要項の
説明

誠英高等学校
誠英で、体感、納得！

★オープンキャンパス　日時未定

★保護者対象入試説明会　10月～11月開催予定

【内容】
調理、タブレット、電卓、介護、ピン・クッション作り、制服試着など
体験コーナーも盛りだくさん！
部活動体験で先輩と交流しよう！
制服・部活ユニフォーム・ファッションショー、etc

【内容】
教員・生徒による各学科・コース紹介
進学・就職への取り組みと実績紹介
募集要項の説明
個別進路相談、etc

未来はキミの手の中に。未来につなげる夏にしよう！

私
学
マ
ッ
プ
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山口県鴻城高等学校

慶進高等学校 成進高等学校

宇部フロンティア大学付属香川高等学校 サビエル高等学校

宇部鴻城高等学校

未来の自分を想像する場所

夢はゆずれない
Go For It ！ 成進高校 REBORN !

おいでよ、香川へ サビエルを体験しよう！

スペシャルイベント満載！
オープンスクール

体験入学　中止
体験学習講座を3回実施します
体験学習講座　8月21日（金）・9月19日（土）・10月17日（土）
保護者対象入試説明会　10月17日（土）

夏期学校見学会①　  8月  6日（木）
夏期学校見学会②　  8月  7日（金）
秋期学校見学会①   10月  3日（土）
秋期学校見学会②   10月24日（土）

第１回オープンキャンパス　  8月  9日（日）
第２回オープンキャンパス　  9月19日（土）
第３回オープンキャンパス　10月18日（日）

オープンキャンパス　  8月  2日（日）・3日（月）
保護者対象入試説明会　10月10日（土）
授 業 体 験 会　10月31日（土）

第１回オープンスクール　  9月26日（土）
第２回オープンスクール　10月予定
プ チ 入 試 体 験 会　11月  7日（土）

第１回オープンスクール　    8月29日（土）
保護者対象学校説明会　  10月  3日（土）
第２回オープンスクール　  11月  7日（土）
※日程は変更されることがあります

・体験学習講座（受講学科を1つ選択し実習体験や授業体験）

慶進の生徒が企画・立案して、
中学生が知りたいこと、学びた
いこと、そして慶進の魅力を伝
えます。体験授業や部活動を通
して慶進生の生活を感じてみて
ください。

【令和元年度　体験授業実施内容】
普　通　科…Let’s talk in English!
　　　　　　身近な現象を科学しよう！
　　　　　　身近なニュースを考えよう
生活デザイン科…キャラクターの描き方を学ぼう！
食物調理科…ケーキを作ろう！
保　育　科…弾き歌いに挑戦しよう！
　　　　　　子供が喜ぶおもちゃつくり！

参観授業、
体験授業、
部活紹介
など！

成進高校をたっぷりと知ってもらえるように、学校紹介
やたくさんの体験講座を準備しています。ぜひ成進高校
に来て学校の温かい雰囲気を感じてみてください。

宇部鴻城高校の魅力は、
実際に『来て、見て』もらっ
て知ることができます。
楽しいイベントを通じて、
先輩とふれあい、学校の
雰囲気や学校生活の様子
などを確かめてください。

来て、見て、楽しんで、鴻城の空気を体感しよう

成進に来て！見て！知って！
なんと中学生1,117人が

慶進を体験！

アットホームな雰囲気で皆さんをお待ちしています！

来て、見て、作って!!　宇部鴻城高校を体験しよう!!
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学校紹介、各科・コースの説明
など、下関国際高校の魅力をお
伝えできるよう、準備していま
す。
「変わる、はじまる、動き出す」
下関国際高校を、存分に体感し
てください！

授業体験、学校
紹介、部活紹介、
ＡＮＡエアライ
ンスクール体験
授業、在校生と
の交流会

下関短期大学付属高等学校

萩光塩学院高等学校

下関国際高等学校

早鞆高等学校

梅光学院高等学校

『３年後の自分』が見える!

萩光塩で始まる！
未来への第一歩！

新・下関国際高校始動！
さあ、体感しよう！

迷うなら体験しよう！
早鞆クオリティ！

ここから世界へ！

第１回体験入学　  8月  8日（土） ※内容検討中
第２回体験入学　10月24日（土）

  8月  7日（金）　夏のオープンスクール：学校説明、部活動体験など
11月10日（火）　  秋のオープンスクール：学校説明、生徒交流、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 コース授業体験など

中学３年生・保護者・中学校教員対象
〇第１回オープンスクール　  8月20日（木）
〇第２回オープンスクール　10月24日（土）

夏季オープンキャンパス　中止になりました
秋季オープンキャンパス　10月10日（土）

『新しい下短』を見に行こう。

～君も、
　熱い国際の風となろう～ リアルな梅光を体験しよう！

萩光塩の魅力を発見しよう！

毎年1200人以上参加！色々な体験が盛りだくさん‼ 

長門高等学校
新しい自分に
出会ってみよう！

部活動体験・見学会　新校舎建設のため今年度は中止
10月11日（日）　オープンスクール 

在校生一同、皆さんを
お待ちしています！

・学校紹介
・入試対策講座（国・英・数）
・体験学習講座（コンピューター）
・卒業生対談会
・学食体験（試食コーナー）
・部活動体験・見学
※ 内容の変更をすることがあり
ます。

・保育コース
　ピアノ・保育の授業体験
・スポーツコース
　 ソフトボール・バレーボール・
バスケットボールの練習体験
・普通コース
　 琴やフラワーアレンジメントな
ど、多様な選択授業の体験
・調理コース
　 調理師免許取得が可能になった
新しい調理科の実習体験

第１回　7月  5日（日）
第２回　7月12日（日）
第３回　8月  2日(日)
第４回　8月22日(土)

第５回　  9月19日(土)
第６回　10月17日(土)
第７回　11月  7日(土)
第８回　11月28日(土)

私
学
マ
ッ
プ
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学校法人 高水学園

JR 山陽本線

■ JR山陽本線…南岩国駅下車 徒歩約5分
■ いわくにバス…高水学園前下車 徒歩約3分

岩国短大
●

●西京銀行

高水学園

●ゆめタウン

至 柳井
南岩国駅

至 広島

188号線

高水高等学校

伝統が新しい挑戦を支える！

〒740-0032　岩国市尾津町二丁目24-18 
tel.0827-31-7191　fax.0827-31-2211
takamizu@takamizu.ed.jp
http://www.takamizu.ed.jp

高水高等学校

建学の精神・教育方針 学校生活

男女共学

『徳性を陶冶する』
　明治31年創立以来122年間、校訓「師弟親愛」「堅
実明朗」「勤労実践」のもと、社会に貢献できる人材
の育成に努めています。さまざまな体験活動を通し
て、21世紀型学力～「基
礎学力」・「思考力」・「実
践力」・「コミュニケー
ション力」～を養成して
います。

才能を育て、
自分の花を咲かせよう！
■献血 ■野外炊事

■３年 進路研修■防災学習 ■２年 進路研修■野球応援

■全日本高校模擬国連大会 ■インターンシップ ■日中韓青年文化フェスティバル ■資格にチャレンジ！
・・・英検・数検・漢検
【年３回、全て校内で

受験できます】
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３学期制 外国人教師

設置校/短大 設置校/中学

週６日制 海外研修・留学習熟度別編成 少人数授業 食堂 資格

長唄三味線 吹奏楽 美術 書道

放送 ユネスコ 茶道 家庭

英会話

陸上競技（男女） 水泳（男女） バスケット（男女） ハンド（男女）

バレー（女） ソフトテニス（男女） サッカー（男） バドミントン（男女）

柔道（男女） 剣道（男女） 空手道（男女） 硬式野球（男）

部活動
チェック 制服紹介

学科・コース紹介 学校自慢・進路状況

交換留学 姉妹校ネットワーク
　海外の2つの姉妹校（カナダ・オーストラリア）との交
互短期留学制度を設け、国際理解と語学に秀でた生徒を養
成しています。

【令和元年の主な実績】
■ 「国際理解・国際協力のための高校生の主張コンクール」
　 中央大会選抜出場（９回目）
■「全日本高校模擬国連大会」選抜出場（12回目）

【合格・就職実績】
■  国公立大学　大阪大学・神戸大学・鳥取大学・山口大学・岡
山大学・九州大学・公立はこだて未来大学・東京都立大学・
大阪府立大学・島根県立大学・山口県立大学・山口東京理科
大学・北九州市立大学・九州工業大学　など

■  私 立 大 学　青山学院大学・明治大学・成蹊大学・國學院大
學・法政大学・中央大学・同志社大学・立命館大学・佛教大学・
近畿大学・広島修道大学・福岡大学・玉川大学　など

■  就　職　先　西京銀行・山九㈱・㈱ウッドワン・日本製紙岩
国サポート㈱・自衛隊・山崎製パン㈱・㈱エディオン・㈱藤
い屋　など

クラス・学年をこえた仲間を
つくろう！

普通科
黒を基調にした
トラディショナ
ルなデザイン

六年制
ブラウンで統一
したブレザース
タイル

【元年度の主な成績】
■全国大会出場
　ハンドボール部（女子）・
　空手道部・水泳部・
　柔道部・放送部

他に、
  ベスト・セーター

との
組合せも！

六年制普通科
【難関大学合格の
ための充実した
カリキュラム】

普通科
【キャリア教育と基礎力養成により

幅広い進路に対応】

特別進学コース 一般進学コース

探究学習の成果を
進路選択に
つなげよう

１
年
基礎学力を定着させ、実力を伸ばそう

（同一カリキュラム）

↓ ↓ ↓

希望進路に向け、
独自の

カリキュラムで
学力を伸ばそう

２
年

学力を伸ばし、
未来への可能性と
選択肢を広げよう

幅広い進路に対応
する応用力を
身に付けよう

↓ ↓ ↓ ↓

個別指導で志望大
学合格を目指そう

３
年

特別進学クラス 進学
クラス

就職
クラス

学力を活用し、
将来の夢に
挑戦しよう

希望先
への進学

希望職種
への就職

難関国公立大学
難関私立大学
医療薬学系大学

主
な
進
路

国公立四年制大学
私立大学

医療系専門学校

四年制大学
短期大学
専門学校

企業への
就職

私
学
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〒742-0032　柳井市古開作410
tel.0820-22-0214　fax.0820-22-7415
gakuen@yanai-g.ed.jp
http://www.yanai-g.ed.jp/

柳井学園高等学校

建学の精神・教育方針 学校生活

男女共学

スモールステップから大輪の花へ！
　「学ぶ意欲のある人たちに広く門戸を開放し、僅
かな過失により学ぶ機会を奪うことなく、人間成長
の手助けを行う。」

教育目標
　１、 中学校教育の成果を更に発展充実させ、国家

及び社会の有為な形成者として必要な資質を
養う。

　２、 社会において果たさなければならない使命の
自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決
定させ、一般的な教養と高い専門的な技能を
習熟させる。

　３、 社会について広く深い理解と健全な判断力を
養い、個性の確立に努めさせる。

校　　訓

明　朗　　礼　儀　　実　学

充実した教育活動と目標に向かって
全力サポート
　多くの学校行事と地域行事の参加を通して教養を
身に付け、生徒それぞれの進学、資格取得、検定合
格に向けてサポートしています。

徒歩７分
スクールバス　玖珂・周東方面

百年の伝統が
確かな未来への道を　切り拓く
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３学期制週５日制 習熟度別編成 少人数授業 寮 バス売店 資格

吹奏楽部 箏曲部 茶華道部 パソコン部

点字部 手話部 図書部 レオクラブ

美術同好会 硬式野球部（男子） サッカー部（男子） バスケットボール部（男女）

バレーボール部（女子） ソフトテニス部（女子） 弓道部（男女） フェンシング部（男女）

レスリング部（男女） 応援部（男女）

部活動
チェック 制服紹介

学科・コース紹介 学校自慢・進路状況

学科・コース 内　　　容

普通科
総合進学
コース

大学・短大・専門学校への進学、公務
員を目指すコースです。それぞれの進
路に必要な学力を身に付けることがで
きます。部活動と学業の両立を行うこ
とも可能です。公務員試験講座を開講
しています。

普通科
スポーツ科学
コース

部活動で全国大会出場を目指し、学業
との両立を目指すコースです。トレー
ニング実習や栄養学などを科学的に学
ぶことができ、日々の部活動に生かす
ことができます。

普通科
教養キャリア
コース

学習習慣の確立を図り、基礎基本を確
実に定着していき、教養や道徳心など
を身に付けていくことを目標にしてい
ます。社会に出て即戦力として期待さ
れる人間性を育成し、就職または進学
を目指していきます。１年次から「基
礎学力養成系カリキュラム」と「資格
取得系カリキュラム」のどちらかを選
択し、それぞれの進路目標の達成を目
指していきます。

衛生看護科
准看護師資格取得を目指す科です。最
短で、看護師になることができる進路
選択が可能です。県東部で本校にのみ
設置されている科です。

進化し続ける柳井学園
・生徒と教員の距離が近く、相談しやすい雰囲気がある
・部活動が盛んで、全国大会にも出場している
・本校独自の奨学制度が充実している
・准看護師資格試験13年連続100％合格

主な進路状況（過去５年分）
大　　学　　九州大学、福岡教育大学、山口大学、山口県立大学、
広島市立大学、尾道市立大学、山陽小野田市立山口東京理科大学、
早稲田大学、専修大学、国士館大学、明星大学、愛知工業大学、
同志社大学、京都産業大学、大阪経済法科大学、大阪学院大学、
大阪産業大学、大阪商業大学、阪南大学、流通科学大学、神戸
学院大学、追手門学院大学、環太平洋大学、岡山理科大学、広
島修道大学、広島工業大学、広島国際大学、安田女子大学、比
治山大学、広島女学院大学、広島文化学園大学、広島都市学園
大学、九州産業大学、福岡大学　など
短期大学　　東京立正短期大学、藍野大学短期大学部、四天王
寺大学短大部、山陽女子短期大学、比治山大学短大部、岩国短
期大学、山口短期大学、九州女子短期大学、精華女子短期大学　
など
専門学校　　大原法律公務員専門学校、広島情報専門学校、岩
国医療センター附属看護専門学校、岩国ＹＭＣＡ国際医療福祉
専門学校、大島看護専門学校、平生看護専門学校、徳山看護専
門学校、山口県立萩看護学校　など
就　　職　　自衛官、マツダ㈱、日本通運㈱、日本製紙岩国サポー
ト㈱、オンド㈱、福山通運㈱、ヤマト運輸㈱、永大産業㈱、朝
日アルミニウム㈱、山九㈱、サンライン㈱、岩国国際観光ホテ
ル㈱、あさひ製菓㈱、カンロ㈱、恵愛会柳井病院、㈱山陽イエロー
ハット、㈱徳山ビルサービス、松栄会　など

高い意識と目標をもって
頑張っています。

機能性と快適性を追求した制服
① 夏服には、胸元の刺繍がおしゃれな、手入れしやすい制服です。
② セーターには、柳井学園高校のロゴが刺繍されています。
③ 冬服には、高品質なタスマニアウールを使用し、光沢のある
上品なスーツスタイルです。
④家庭の洗濯機で洗うこともできます。

（2020年度）

私
学
マ
ッ
プ

09



新たな可能性にチャレンジ
～志・実践・創造～

〒743-0011　光市光井９-22-１
tel.0833-72-1187　fax.0833-72-1308
seiko-h@seiko-h.ed.jp
http://www.seiko-h.ed.jp

聖光高等学校

建学の精神・教育方針 学校生活

男女共学

常に善を追い求めよ　常に喜べ　　
絶えず祈れ　すべてのこと感謝せよ
　「櫨蔭学園」には「櫨（ハゼ）」の木がありました。
「櫨（ハゼ）」からできるロウソクは、その身を削り、
周りを明るく灯します。この聖なる光も地域に愛さ
れ、学校創立92年目を迎えました。「建学の精神に
基づき、師弟同行の道に努める」―この精神で取り
組んできた聖光高等学校の長き伝統を受け継ぎつつ、
新しい伝統を刻んでいくことを目指します。多彩な
学科・コースをもつ総合高校として、社会で花開く
教育を実現するために、徹底的に個と向き合い、生
徒が少しでも成長実感が感じとれるよう指導し、社
会に貢献できる人材を育成していきます。

“夢に向かって挑戦しよう”
　皆さんは、これから大きく成長します。自分の限
界を自分で決めてしまわず、自分の良さ・可能性を
信じて失敗しても跳ね返されても、何度でもチャレ
ンジしてください。
　聖光高等学校の教職員は、皆さんが持っている力
を十分発揮できるよう、全力でサポートします。
　聖光高等学校は、皆さんの夢を達成できる学校で
す。「変えられるのは自分と未来」です。未
来を見据えて、今からしっかりと一歩を踏み出しま
しょう。皆さんの頑張りを期待しています。
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３学期制週５日制 少人数授業

吹奏楽部 箏曲部 ＪＲＣ部 情報クラブ

茶華道クラブ 美術・写真クラブ 園芸クラブ

サッカー部 陸上競技部 野球部 女子バレーボール部

アーチェリー部 男子バスケットボール部 女子バスケットボール部 卓球部

剣道部 ヨット部 バドミントンクラブ

部活動
チェック 制服紹介

学科・コース紹介 学校自慢・進路状況

普
通
科

進学コース
国公立大学や私立の四年制大学への進学
を目指します。特別カリキュラムを編成
し５教科を中心に徹底的に学習。

社会福祉
コース

介護福祉士（国家資格）取得をめざします。
新カリキュラム対応コースで専門学校同
等のキャリアアップが可能。

総合コース
私立の大学・短大・専門学校への進学や
就職を目指します。学習の基礎・基本を
学び直し、幅広い進路選択を目指します。

綜
合
ビ
ジ
ネ
ス
科

情報ビジネス
コース

パソコンを使ったデザイン・情報処理と
会計を学びます。
特に資格取得にチカラを入れています。

医療ビジネス
コース

卒業時に甲種歯科助手資格が取得できる
中国地方唯一のコース。
校内に歯科医院同等の実習室を設置して
います。

機械科
実習を中心に学び即戦力を育成します。
周南コンビナート地域を軸に高い就職率
を誇ります。

充実したサポートシステムで進路も
確実。
　聖光高校では、進路指導・キャリアガイダンスに力
を入れており、１年次より進路ガイダンスを実施して
進路に対する意識を高めます。新築校舎の完成により、
校内のWiFiや全教室へのプロジェクタが完備され、
ＩＣＴ環境が更に充実しました。これにより、全館で
パソコンやタブレットを活用することが可能になり、
幅広い学習活動を行っています。また、オンライン学
習支援システム（スタディサプリ、Classi）を活用して、
基礎学力の向上や自学自習で力をつけ、大学受験や定
期テストに備えます。さらに、常駐の就職指導専門員
を配置して就職を希望する生徒へのサポートをより丁
寧に行い、15年連続100％の内定率となっています。

19の部活があなたの入部を
待っています！

機能性重視のトラディショナルなデザイン
ウオッシャブル・撥水加工。シックで高級感があり、ネクタイ、
ベスト、セーターなどバリエーション豊か。自分のコーディネー
トが楽しめます。

設置校/幼稚園資格 バス売店

女子サッカー同好会
※令和２年４月発足

私
学
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〒745-0851　周南市大字徳山5626-1
tel.0834-21-0331　fax.0834-22-3317
info@y-sakuragaoka.ed.jp
http://y-sakuragaoka.ed.jp(山口県桜ケ丘高等学校)
http://koeikan.ed.jp(晃英館中学校・普通科晃英館コース)

山口県桜ケ丘高等学校

建学の精神・教育方針 学校生活

男女共学

私学こそ真の教育ができる
　本学園は、昭和15年、創設者山縣源四郎先生に
よって「私学こそ真の教育ができる」という強い信
念のもと山口県桜ケ丘高等女学校として設立されま
した。戦争不安の高まる当時に「女子教育の門戸を
広げ、各人の個性を伸ばし、未来に広がりを与えた
い」という切なる思いは、激動の戦後を乗り越え
男女共学になった今も脈々と受け継がれています。
校訓である「人生は芸術なり」は真っ白なキャンバ
スに思い通りの絵を
描き、生徒一人ひとり
が自分独自の芸術作
品を作り上げるよう、
人生を芸術にたとえ
たものです。そして、
自分の人生を自分で
切り開き、まっすぐに
歩んでいってほしいと
いう強い願いがメッ
セージとして込めら
れています。

明るく　元気に　アカデミックに！
【学力向上・進路啓発】
〇春・夏の勉強合宿（主に特進コース・進学コース）
〇大学入試共通テスト（旧センター試験）直前勉強会
〇課外授業
　… 授業のフォローアップと受験対策，検定資格の受験対策
〇Classi(ベネッセ学習教材)
　… パソコンやスマホでいつでも，どこでも自主学習
〇オンライン英会話で英語の４技能の向上
〇公務員対策講座
〇進路ガイダンス
　… 大学・短大・専門学校の体験授業や説明会，地元企業の説明会
【国際交流】
〇海外留学・ホストファミリー
　…オーストラリアへの短期研修とホストファミリー引き受け
〇ＡＦＳ指定校…世界各国から留学生の受け入れ。
　　　　　　　　令和元年度はアイルランドより１名
【資格検定合格状況】過去３か年
〇第１種・第２種電気工事士合格
〇危険物取扱者乙種全種類取得
〇ジュニアマイスターシルバー認定（全国工業高等学校長協会主催）
〇１級４種目合格（全国商業高等学校協会）
〇日商簿記検定２・３級合格
〇医療事務技能審査合格(メディカルクラーク)合格
〇実用技能英検２級合格

晃英館中学校
普通科晃英館コース

山口県桜ケ丘
高等学校
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３学期制高  校  週５日制 中 高 一 貫  週6日制

設置校/中学

海外研修・留学外国人教師 食堂 資格

吹奏楽部 放送部 情報処理部 珠算・電卓部

ユネスコ部 美術部

英会話同好会

図書部

大学入試研究同好会 生物同好会

家庭同好会

電気同好会

Webクリエイター同好会 野球部 陸上部 剣道部

バドミントン部 サッカー部 ソフトテニス部 卓球部

バスケットボール部 バレーボール部（女子） ダンス部

部活動
チェック 制服紹介

学科・コース紹介 学校自慢・進路状況

高等学校

普
通
科

特進コース

小数精鋭教育で、１年次よりきめ細かい授業。２年
次で文理に分かれ、入試に照準を絞った科目選択が
できるカリキュラム
[主なプログラム]
週35時間授業、受験対策課外、勉強合宿、オンラ
イン英会話、Classi

２
年
進
級
次
に
コ
ー
ス
変
更
が
で
き
ま
す

進学コース
「基礎基本から応用へ」確実な実力を身に付け、各
入試に対応し、進路を実現する多彩なカリキュラム。
[主なプログラム]
受験対策課外、Classi

キャリア
コース

基礎学力の定着と、徹底した受験指導を行い、民
間企業・公務員就職を目標としたカリキュラム。
[主なプログラム]
公務員試験対策課外、職場体験・インターンシップ

アーティスト
コース

音楽・ダンス・声優などの「芸能」専攻と、美術を専門的
なレベルまで学べる「美術」専攻を選べるカリキュラム。
[主なプログラム]
つつじ祭り、ツリーまつりなどの校外でのイベントに
多数参加

晃英館
コース

晃英館中学校３か年、普通科晃英館コース３か年の進
学型中高一貫教育。旧帝大、国公医歯薬系の難関大合
格を目指すカリキュラム。
[主なプログラム]
平日７時間・土曜４時間授業。
※高校過程からの募集を始めました。

商業科

簿記・コンピュータの基礎基本を徹底して指導。進路
に合わせて得意分野を伸ばすカリキュラム。
[主なプログラム]
簿記会計分野と情報分野の科目選択。検定課外授業。
販売実習。

電気科

電気の基礎から応用を身に付け、電気を操る楽しさま
で学べるカリキュラム。
[主なプログラム]
資格取得課外（電気工事士など）。プログラミング・Ｃ
ＡＤなど。男女共学。

あなたの“やる気”を“実力”に！
【主な進路実績】
＜進学＞過去3年　※国公立・難関私大に強い！
　国公立
　　東京大学、大阪大学、一橋大学、神戸大学、
　　筑波大学、九州大学、岡山大学、広島大学、
　　群馬大学（医）、山口大学（医）、大阪教育大学、
　　福岡教育大学、山口大学、愛媛大学、大分大学、
　　山口県立大学、山陽小野田市立山口東京理科大学
　私立
　　早稲田大学、慶應義塾大学、青山学院大学、立教大学、
　　中央大学、東京理科大学、北里大学（獣医）、津田塾大学、
　　創価大学、関西大学、関西学院大学、同志社大学、
　　立命館大学、関西外国語大学、近畿大学、広島修道大学、
　　西南学院大学、
＜就職＞過去３年　※就職率100％！
　　東ソー㈱南陽事業所、㈱トクヤマ、東洋鋼鈑㈱　下松事業所、
　　マツダ㈱、日本製鉄㈱和歌山製鉄所、西日本旅客鉄道㈱、
　　㈱きんでん、日鉄ステンレス㈱製造本部周南製鋼所、
　　㈱西京銀行、山口合同ガス㈱、日本精蝋㈱徳山工場、
　　東ソー物流㈱、山九㈱周南支店、日本化学工業㈱徳山工場、
　　誠和工機㈱、㈱丸久、日本通運㈱下関支店、あさひ製菓㈱、
　　山口コーウン㈱、医療法人神徳会三田尻病院、㈱ヤマダ電機、
　　自衛隊（一般曹候補生）

【部活動実績（個人活動含む）】過去３か年
全国大会出場… 剣道・陸上・スキー・少林寺拳法・レスリング・

英会話
中国大会出場…バドミントン・柔道

素敵な仲間と輝く時間が君を
待っている

女子はパンツスタイルもOK!
夏はポロシャツで涼しく!
2019 年度より、個性や多様性の尊重に加え、動きやすさや防寒
性などの機能性を考慮し、女子生徒の制服にパンツスタイルも
選べるようになりました。
（写真は右３人が桜ケ丘高校、左４人が晃英館中高一貫の制服。※冬服）

バス
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未来はキミの手のなかに。
The future is in your hands.

〒747-0813　防府市東三田尻1-2-14
tel.0835-38-5252　fax.0835-38-5353
e-school@seiei.ac.jp
http://www.seiei.ac.jp

誠英高等学校

建学の精神・教育方針 学校生活

男女共学

果てしなく大きな夢を見よう。
　志を抱いたその日から誠意をもって打ち込めば
　思い描く未来は、いつか必ず、キミの手のなかに。

■建学の精神
　本校は、「至誠一貫」という建学の精神のもと創立され
た、90年以上の歴史と伝統を持つ私立高等学校です。
本校の校訓にもなっており、生徒一人ひとりが大きな夢
を見て、その夢の実現に向けて主体的に取り組む力の育
成を目指しています。

■校訓
「至誠一貫」　 高い志を持ち、誠意を持って努力し、志を

貫き通すこと
「規律厳守」　 本校の伝統を守り、よりよい校風を築くた

めに努力すること
「協同一致」　 相手の立場を理解し、お互いの触れ合いを

深め、協力し合うこと

■教育方針
　本校の教育方針は、生徒の個性を大切にし、生徒一人
ひとりが“主人公”となって活躍できる力、すなわち社会
で生き抜く力を養成することです。そのために、一人ひ
とりの個性に合った、きめ細やかな教育を行っています。
さらに、学力だけでなく人間力の育成も重要視しており、
誠の心を備えた社会貢献できる人材育成を目指しています。

一人ひとりが主人公として主体的に
　本校では、学校生活において、生徒が主体的となり、
学習、部活、校外活動などを通じて、様々なことにチャ
レンジすることを重視した教育を行っています。

■近年のフォーカス・ポイント
・アクティブ・ラーニング
　生徒が主体的に考え、行動することを目的としてい
ます。これは、「社会で生き抜く力の養成」という本校
の教育方針につながります。
・ICTを用いた教育
　タブレット導入により、様々な教科で、効率的効果
的な授業方法を考案し、生徒一人ひとりのレベルに
合った学習方法を展開しています。また、ICTを用い
た教育の継続的向上を目指し、山口大学などの大学と
共同研究を行っています。
・グローバル・グローカル人材育成
　本校に入学した生徒が、卒業する頃には英語をカタ
コトでも話せることを目指すだけでなく、異国の文化
を理解し、尊重し合う国際理解教育にも力を入れてい
ます。グローバル人材だけでなく、広い視野を持ちな
がら地域貢献できるグローカル人材の育成も目指して
います。
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夏服冬服

３学期制

資格 寮

週５日制 海外研修・留学外国人教師習熟度別編成 少人数授業 売店 食堂

インターアクト部 茶道部 書道部 能楽部

新聞部 演劇部 文芸部 華道部

調理部 商業クラブ 美術部ペン習字部

英会話同好会 吹奏楽部 音楽同好会生物同好会

女子バスケットボール部 硬式野球部 ゴルフ部

剣道部 卓球部 女子テニス部 男子テニス部

陸上競技部

ダンス部

自転車競技部 弓道部 チアリーディング・応援

部活動
チェック 制服紹介

学科・コース紹介 学校自慢・進路状況

普
通
科

特別進学コース
アドバンスト

国公立大、難関私大を目指します。
2年次より、文系・理系に分かれます。

特別進学コース
ユニバーサル

有名私大、短大への進学に最適です。
2年次より、文系・理系に分かれます。

生活文化コース
食文化専攻

普通科の幅広い教養を身につけな
がら、調理師の国家資格を全員取得
します。

生活文化コース
生活教養専攻

社会や家庭で幅広く役立つ知識を学
びます。介護を中心に、福祉の知識
も身につけます。

情報文化コース
タブレットを使った授業展開で、プロ
デザイナー指導のもと、Photoshop
や Illustrator も学べます。

情報会計科
簿記・情報処理などの商業科目を学び、
検定試験に挑戦します。２年次より、情
報会計専攻・情報工業専攻に分かれます。

福祉科
一年次より介護、医療、保育等の専
門科目を学びます。地域の福祉施設
で実習を行い、実践力を養います。

キミの夢を全力で応援します。
進学サポートメニュー
　生徒一人ひとりをしっかりと見つめ、進路選びから入試対策
まで徹底的に個別指導します。
タブレット＆パソコン、Wi-Fi環境完備
3000以上の講義動画＆学習した内容はいつでも復習可能
スタディ・サプリ利用で個人のレベルに合った学習法活用
疑問点は本校教員がわかるまで個別指導
 塾いらずの徹底した入試対策（個人・集団面接、小論文、英語面接、セン
ター試験、プレゼンテーション、グループディスカッションなど）
校外活動（アメリカモンロー市短期留学、山口大学主催ちゃぶ台林間学校、
英語レシテーション大会、科学の甲子園、JICA国際協力体験プログラム など）

■合格先
（国公立）  　東京大学、筑波大学、東京学芸大学、岡山大学、広島大学、山口大学、

山口県立大学、鹿屋体育大学、下関市立大学、北九州市立大学など
（私　立）  　早稲田大学、青山学院大学、法政大学、明治大学、立命館大学、

関西大学、関西学院大学、成蹊大学、日本大学、日本体育大学、国士
舘大学、桜美林大学、中京大学、近畿大学、広島国際大学、広島工業
大学、西南学院大学、福岡大学など

就職サポートメニュー
　多種多様な社会へと大きく羽ばたけるよう、生徒と納得いく
まで一緒に考え、しっかりと個別指導します。
適性検査や校外活動を通して、早期進路決定
外部講師による就職ガイダンス
インターンシップによる職場体験
就職指導専門員による個別面談・模擬面接指導
応募前見学
■主な就職先
マツダ㈱、㈱ブリヂストン、西日本旅客鉄道㈱、㈱山口フィナンシャルグループ、
自衛隊、山口合同ガス、㈱三友、王子ゴム化成㈱、㈱ワイテック、ダイキョー
ニシカワ㈱レンゴー㈱、デルタ工業㈱、㈱モルテン　など

仲間と心を一つに、
目標に向かってＧＯ！

さわやかスタイルで
高校生活をenjoy!
グレーとネイビー 2色のラインナップで
組み合わせは自由！コーディネイトを楽しもう！
女子はスラックスも選択可能

合唱同好会 ハンドベル同好会 女子バレーボール部

男子バスケットボール部

私
学
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夢、志より高く！

〒747-1292　防府市大字台道3635
tel.0835-33-0101　fax.0835-32-3511
info@takagawagakuen.com
http://www.takagawagakuen.com/

高川学園高等学校

建学の精神・教育方針 学校生活

男女共学

文武両道を目指し、真の英才教育を実践
　高校時代というのは人生の大きな転機であり、限
りない未来への可能性を秘めた大切な時期でもあり
ます。この時期に才能・能力・個性を伸ばすために
は教育環境が非常に重要
となります。本校は全国
屈指の充実した教育施設
を有しており、この素晴
らしいキャンパスで、全
教職員が日々、生徒一人
一人にきめ細やかな指導、
サポートをしています。
目標や夢の実現に向けて
の力を養い、自分に自信
の持てる技術力と何事に
も屈しない強い精神力を
身に着けることこそが
21世紀型私学教育の原
点だと考えています。

充実した教育環境があなたをサポート

徳山～大道  33分
宇部～大道  35分

16
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３学期制週５日制 外国人教師習熟度別編成 少人数授業

設置校/中学バス寮

科学 英会話 JRC

吹奏楽 囲碁将棋 茶道

華道 図書 インターアクト

男子サッカー 女子サッカー 硬式野球

男子バスケットボール 女子バスケットボール

女子バレーボール

女子ソフトボール

柔道 ゴルフ 剣道

男子バレーボール 陸上競技

ラグビー ダンス

部活動
チェック 制服紹介

学科・コース紹介 学校自慢・進路状況

普
　
通
　
科

中高一貫英才コース
（内部進学生）
特別進学コース
（外部進学生）

国公立大学、難関私立
大学、医学部・薬学部
の進学に完全対応！

文理進学コース
あらゆる入試方式に対
応し、４年制大学合格
を目指す

スポーツ進学コース スポーツもしながら大
学進学を目指す

情報ビジネスコース 社会の即戦力を目指し
て資格にチャレンジ

医療福祉コース
医療福祉のエキスパー
トとして高齢化社会を
リード

文武両道を目指し、進学・就職の両
方に対応します。
　本校の大きな目標の一つとして文武両道がありま
す。勉強だけではなく、部活動にも力を注ぐことで、
バランスの取れた人材を育成します。
　進学では、高校特別進学コースにおいて７時間授
業を実施し、基礎基本の徹底だけでなく難関大学に
対応した受験指導にも力を入れています。就職では、
地域密着型の就職体制を整えており、大手産業メー
カーやサービス業など、幅広い就職実績があります。

あなたの本気をぶつ
ける場所があります。

品格ある高川ブルーをまとった新生活！

今年度から制服をリニューアル
しました！

食堂売店 資格

私
学
マ
ッ
プ
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〒753-8530　山口市駅通り1-1-1
tel.083-922-0418　fax.083-922-8063
info@y-nakamura.ed.jp
http://www.y-nakamura.jp/

中村女子高等学校

建学の精神・教育方針 学校生活

女子校

県内唯一の女子校
～時代をリードする「女子力」を磨く～
中村女子高等学校は、創立153年を
迎えます。
　本校は明治維新に先立つ慶応3年（1867年）に武
家の娘であった中村ユス先生が「これからの女性は
手に職を」という思いから私塾を創設され、以来
1世紀半にわたり、校訓「質実・敬愛・勤勉」をかか
げ女子教育に努めてきました。明確なビジョンを持
ち、人として存在感のある自立した「女子力」を身に
つけることこそ、本校が一貫して追及してきたこと
です。「女子校」だからこそ「できる」を見つけられる
3年間は、あなたの憧れを未来につなげていきます。

■スクールバスで通学らくらく！
（防府～中村女子高校）
周南方面からも列車（JR）との併用で通学できます。

楽しく学び、
スペシャリストになろう！

進学も就職も
しっかり
サポート！

資格が取れることが魅力的!!

一緒に夢
、

叶えよう
！
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３学期制週５日制 外国人教師 寮 バス売店 資格

演劇部 合唱部 吹奏楽部 琴部

美術部 書道部 文芸部 華道部

JRC部 ESS部 アートリサーチ部茶道部

ファッション研究部 手話部 調理部情報研究部

保育部 園芸部

陸上競技部 ソフトボール部 バレーボール部 バスケットボール部

ソフトテニス部 バドミントン部 卓球部

部活動
チェック 制服紹介

学科・コース紹介 学校自慢・進路状況

普
通
科

進学コース
大学から専門学校まで、幅広い進路選
択に最適なコースです。課外では一人
ひとりにあった受験対策を展開します。

ファッション
デザイン
コース

ファッションを専門に学び、デザイン・
制作の技術を身につけます。また、
色彩検定・秘書検定などの取得を目指
します。

看護科
五年一貫教育で看護師の道へ一直線！
あなたの優しさ、あなたの思いやり、
あなただけの力を医療現場につなげ
ます。

調理科
卒業時に全員「調理師」免許を取得し
ます。学校内外での活動を通じておも
てなしの心、調理技術を身につけてい
きます。

福
祉
科

福祉コース
介護福祉士の資格取得をめざします。
合格率85.7％（全国平均69.9％）福祉
の学びは様々な進路につながります。

保育コース
着ぐるみでお芝居や、ピアノ、ダンス
など保育の技術が身につきます。介護
職員初任者研修修了。

商業科
「簿記」「パソコン」など多くの資格が取
得できます。楽しい販売実習（リアル
ショップ）をとおして、社会で必要なコ
ミュニケーション能力が身につきます。

心を創る・体を鍛える・
技を磨く

夏の
ブラウス・
スカートは
それぞれ
２種類

自分の好みで
コーディネート
できます！

リボンは赤と緑
ニットはアイボリーと
ネイビーの２色展開！
ニットはアイボリーと
ネイビーの２色展開！

スカートは

自分の好みで
コーディネート
できます！

94.1％

中女だからできる!

大学入試や国家試験・検定試験に、毎年多くの生徒がチャレンジ!

第109回
看護師国家試験

第32回
介護福祉士国家試験

合格率

（全国平均89.2％）
85.7％

合格率

（全国平均69.9％）

調理師免許

技術考査

全商検定と英検（準１級・２級）の資格を活かして

山口県立大学 国際文化学部  合格！
関西外国語大学 外国語学部  合格！
就職希望者  100％内定！

全員取得

合格
100％

※合格者は2019年実績

福祉コース高校３年＋高等看護専攻科の
５年一貫

グランプリ受賞！
奨励賞（２作品）受賞！
10名合格！

デニム・ファッション
デザインコンテスト

色彩検定３級

※令和２年度より情報ビジネス科を名称変更

※

※令和２年度現在

女子校

私
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夢チャレンジ。可能性は∞。

〒753-0094　山口市野田56
tel.083-922-5000　fax.083-922-5005
noda@c-able.ne.jp
http://www.nodagakuen.ed.jp/

野田学園高等学校

建学の精神・教育方針 学校生活

男女共学

「高い知性」と「豊かな感性」、　　
「さわやかな品性」を育む
　1877年の設立以来、「誠実・感謝・勤労」の校訓
のもと、社会に貢献できる人材の育成に努めてきま
した。現在は「規律ある進学校」として豊かな人間
性の育成と学力レベルの向上を図り、「知・徳・体・
地域・国際」の調和を目指しています。明るく開放
的な教室、斬新な機能を取り入れた特別教室など、
より快適な学習環境を提供し、伝統を重んじつつ
時代を先取りした教育を行うことで、個性を伸ばし
人間力を育みます。

これがNODA STYLE!!
・ 一人が1台のクロームブックをもって授業で活用し
ていきます。授業課題の配信や、オンラインでのハ
イレベルな講義、各自に適した課題の配信など、
ICTを活用して理想的な学習を実現しています。

ノディーくん ダノンちゃん

野田学園イメージキャラクター

休校中に行われた
オンラインライブ授業

授業風景

・スクールバスで快適通学。

20
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Ｇ・Ｉコース進学・特別進学コース

３学期制

バス 設置校/中学 設置校/幼稚園

週６日制 海外研修・留学外国人教師習熟度別編成 少人数授業 売店 食堂

合唱 映画 家庭科 箏曲

茶華道 英語 美術

インターアクト 書道 ダンス

科学

インフォメーションデザイン部

クイズ研究会

男子卓球

弓道

バレーボール

ライフル射撃 バスケットボール 男子サッカー

剣道 陸上競技 テニス

バドミントン 男子ハンドボール

部活動
チェック 制服紹介

学科・コース紹介 学校自慢・進路状況

特
別
進
学
コ
ー
ス

選
抜
ク
ラ
ス

最難関国公私立大学への
現役合格を目指す
（特別進学コースに選抜クラスを１
クラス編成）

難関国公私立大学への現役合格を
目指す

コ
ー
ス

進　
学

中堅国公私立大学への現役合格を目指す

コ
ー
ス

Ｇ
・
Ｉ

ＩＣＴを活用し、世界に発信できる英語
を身につける

グローバル・インターナショナルコース
（G・Iコース）から世界へチャレンジ!
・ ネイティブスピーカーと
日本人のダブル担任制
・ イングリッシュキャンプ
など充実した英語活動
・ 海外語学研修
（オーストラリア・２週間）
・留学支援

学校週6日制と進路希望に応じたきめ
細かな指導で現役合格を目指す
主体的な学びを支援する授業・環境

進学実績
国公立大学合格者57名
東京大学（１）、京都大学（１）、茨城大学（１）、鳥取大学（１）
島根大学（１）、岡山大学（１）、九州工業大学（１）
福岡教育大学（１）、長崎大学（１）、琉球大学（１）など
地元国公立大学38名
山口大学（13）、山口県立大学（10）
山陽小野田市立山口東京理科大学（12）など
難関私立大学47名
早稲田大学（３）、明治大学（６）、青山学院大学（１）
立教大学（１）、中央大学（５）、法政大学（２）、関西大学（７）
関西学院大学（６）、同志社大学（７）、立命館大学（９）
医歯薬系大学９名
大分大学（医１）、関西医科大学（医１）、福岡大学（医１）
山陽小野田市立山口東京理科大学（薬１）
立命館大学（薬１）など

野田の部活で
熱い学園生活を送ろう

インターハイ男子卓球
シングルス・ダブルス優勝！
団体準優勝！
インターハイ女子テニス
団体準優勝！ ※女子用スラックスも着用できます。

私
学
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〒754-0002　山口市小郡下郷258-2 
tel.083-972-0241（教員室）
　  083-972-0307（事務室）
fax.083-973-0573
info-yamaguchi@kojogijuku.com
http://www.y-kojohs.jp/

　　　 山口県鴻城高等学校

建学の精神・教育方針 学校生活

男女共学

自分と世界の未来を創る力
　変動する現代の社会、経済、地球環境の中で、自
分自身と社会の“未来を創る”知性、人間性、健康
を育む教育を行っています。
　規律を大切にしつつ、個性を伸ばすために、生徒
一人一人と真摯に向かい合います。

教育目標
　一． 自主協調の精神をたっとび、素直明朗な人間

性と強固な意志を育成する。
　一． 健康な身体を育成し、将来自己発展の基礎と

なるべき、基本的知識を徹底的に習得する。
　一． 教え合い、競い合い一芸に秀で随所で主たる

を目指す。

未来を創る力を育む３年間
　楽しく充実した３年間の学校生活を通じて“なり
たい自分”に近づけるはずです。
・ 学びなおし授業や補修授業で、「基礎学力」と「受
験学力」を確かなものに！

・ 資格試験の高い合格実績で、「実践力」を強い
武器に！

・ 盛んな部活動や学校行事で、「人間力」や「リー
ダーシップ」を育む！

・手厚いサポートと指導体制で、いじめのない「安
心できる学校生活」を確保！

君たちの未来へ羽ばたこう
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３学期制 設置校/幼稚園週５日制 資格 バス売店 食堂

演劇 吹奏楽 JRC（青少年赤十字） 放送

家庭科 イラスト 新聞 野球

サッカー 陸上（男女） 空手道（男女） レスリング（男女）

剣道（男女） 卓球（男女） テニス（男女） バレーボール（女）

部活動
チェック

学科・コース紹介 学校自慢・進路状況

普　通　科

・ 基礎基本を重視した授業 …「総合」
の授業で学び直し “マナトレ ”
・ 規則正しい生活習慣の実践 … 各行
事を通じ「自主性」「協調性」の育成
・ クラブ活動との両立 … 自分の時間
で週末課題 “クラッシー ”（ネット
利用）

情報商業科

・  知識、技能の習得 … 資格取得によ
り向上心を高める
・  安心、信頼できる生徒支援 … 単独
クラスで長期的、継続的指導 (学習、
生活 )
・  コミュニケーション能力の育成 … 
人間力 ( 規律、協調、忍耐、誠実 )
の向上
・  未来へ繋ぐ高校生活 … 取得資格が、
就職 or 進学 どちらにも有利

衛生看護科

・  看護の基礎 … １年「人体のしくみ」
２年「成人看護」と段階的に学習
・  看護師に必要な態度、人格 … 行事
（学校、看護）を通じコミュニケー
ション力を高める
・  看護のスペシャリスト … 看護臨床
実習病院及び施設（11施設）で現
場学習

【近年の主な進路実績】
≪ 進 学 ≫
山口大学　北九州市立大学　九州工業大学　山口県立大学　下関
市立大学　山口東京理科大学　立命館大学　駒沢大学　福岡大学　
龍谷大学　近畿大学　久留米大学　九州産業大学　広島経済大学
≪ 就 職 ≫
マツダ㈱　㈱ブリヂストン防府　テルモ山口㈱　日産車体九州㈱　
日本貨物鉄道㈱　山九㈱　デルタ工業㈱　㈱フジシールウエスト　
㈱ワイテック　東洋シート㈱　シモハナ物流㈱　福山通運㈱
ALSOK山口㈱　セコム美祢セキュリティー㈱　セッツカートン
㈱　日本通運㈱　サンテック㈱　日本果実工業㈱　山口テレコム
㈱　コカ・コーラボトラーズジャパン㈱　㈱ユアーズバリュー
㈱ナガト　山崎製パン㈱　デリカサラダボーイ㈱　ダイキョーニ
シカワ㈱　アイシン精機㈱　自衛隊　山口県警察　佐賀県警察　
刑務官

夢を！感動を！必ず叶う!!

小野塚秋良（ZUCCa）デザインの制服
男子は立襟仕立て ( マオカラー ) の上着。女子はセーラー服。とも
に落ち着いたデザインです。
STU48 土路生優里ちゃんが瀬戸内学校制服図鑑で着てくれました。

制服紹介

小野塚秋良（ZUCCa）デザインの制服

私
学
マ
ッ
プ
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ONE TEAM !

〒759-0207　宇部市大字際波字的場370
tel.0836-41-8109　fax.0836-41-0128
info-ube@kojogijuku.com
http://www.ubekojo-h.ed.jp

宇部鴻城高等学校

建学の精神・教育方針 学校生活

男女共学

“至誠・孝心”を鏡として、考道をもって
道徳教育の中心とし、知・徳・体の円満
な人間形成をめざし、生徒の個性・能力
を伸長、開発する
　本校では、躾を重んじる人間の育成を目標とし、
知・徳・体の調和のとれた人間形成をめざし、社会
に貢献できる人物を育てます。
【めざす生徒像】
①主体的発信力
　 　向上心を持って、自ら学び、自ら考え、自ら発
信できる生徒

②人間関係力
　 　礼儀作法を身に付け、思いやりと感謝の心を
持って、豊かな人間関係を築くことができる生徒

③継続的行動力
　 　心身を鍛え、信念を持って、粘り強く努力でき
る生徒

④問題解決力
　 　社会の変化を明確に捉え、他者と協働し、問題
を解決していける生徒

未知なる自分へのチャレンジ！
　学校でのあらゆる活動は、めざす生徒像の実現に
向かって進んでいきます。ですから、宇部鴻城で過
ごす3年間は自分自身の新たな一面を発見できる
日々になること間違いなしです。新しい仲間や先生
との出会いを通じて、皆さん自身が主体的に考えな
がら、周囲との協力によって、様々な問題を探求し、
解決できるような仕掛けが、授業だけでなく、たく
さんの学校行事で用意されています。さらに、「速
読」を導入して脳機能を高め、勉学や部活動、さら
に仕事にも役立つ様々な能力を育成し、高いレベル
での「文武両道」をめざします。
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夏服 冬服

３学期制

設置校/幼稚園

資格週５日制 バス売店習熟度別編成 少人数授業 食堂

写真・美術部吹奏楽部

弁論部 囲碁・将棋部 自動車研究部

太鼓部 ロボット研究部

茶道部

硬式野球部 陸上競技部 サッカー部

バスケットボール部（男子）

ソフトテニス部

空手道部卓球部 バドミントン同好会

部活動
チェック 制服紹介

学科・コース紹介 学校自慢・進路状況

全学科・コースで、文武両道が実現
できます！

普
通
科

特進コース

■  一人ひとりがレベルアップできる
　少人数制！
　 特進コースの募集人数は最大 30
人です。生徒一人ひとりに行き届
いた指導を行っていくため、少人
数制の学習体制を作っています。
■  特進コースだけの特別カリキュラム
　 １年次から大学受験に向けた特別
カリキュラムを設けています。

普通コース

■  勉強・部活動、さまざまな経験を通
して、自分の進路を切り拓こう！
　 基礎学力を重視した授業を行い、一
人ひとりの学習や部活動をサポート
します。

工
業
に
関
す
る
学
科

機械科

■  「ものづくり」の基礎から応用まで、
　専門知識を身につける！
　 ものづくりに関した実習を行い、
企業で即戦力として活きる技術力
を身につけます。

自動車工学科

■  クルマが好きな気持ちを仕事に！
　自動車のスペシャリストへの第一歩
　 工業に関する基礎を学び、車両の
分解や点検などを行い、自動車特
別教育を実施します。

医療秘書科
■  笑顔とコミュニケーションを大切に
　 医療従事者として、秘書として求
められるさまざまな専門的知識を
習得し、人間力を養います。

人間力、学力を磨き、夢実現をめざす
全ての生徒を応援します
～県内高校初！　速読トレーニングの導入！～
iPadを使用して、速読力を高める様々なトレーニングをするこ
とで、速く正確に読み解く力はもちろんのこと、集中力、思考力、
表現力をはじめ、記憶力、情報処理能力、動体視力など様々な脳
機能を向上させることができます。これらは普段の学習や資格取
得に効果を発揮するだけでなく、スポーツ能力も向上させ、生活
のあらゆる場面で役立つ一生モノの力になります。

～部活動で夢実現！～ 
　昨夏を含め夏２回・春３回の甲子園出場を誇る野球部、平成
28・29年度インターハイ出場の陸上部をはじめ、多くの部活動
が高い志のもと、日々の練習の中で切磋琢磨し夢の実現に向けて
頑張っています。

～資格取得で夢実現～　2018年度危険物取扱者甲種合格！
　危険物取扱者試験をはじめ、３級自動車整備士、２級ボイラー
技士、医療秘書検定などの資格取得がめざせるのは、専門科を設
置している本校ならではです。めざせる資格・検定は20種類以
上あります。

【近年の主な進路】
（進学）　 広島大学、九州工業大学、京都教育大学、熊本大学、山口大学、香
川大学、山口県立大学、県立広島大学、山陽小野田市立山口東京理科大学、
上智大学、明治大学、中央大学、駒澤大学、専修大学、日本体育大学、南山
大学、立命館大学、近畿大学、京都産業大学、関西外国語大学、松山大学、
西南学院大学、福岡大学など
（就職）　 宇部興産、日野自動車、トヨタ自動車、スバル、日産プリンス、セ
ントラル硝子、西日本旅客鉄道、日本貨物鉄道、チタン工業、日本歯科薬品、
宇部リハビリテーション病院、メディカルサポート内田、自衛隊など

素晴らしき仲間とめざそう、
栄光への道！

ハナエモリブランドの制服を採用 
夏は清涼感あふれる爽やかな色合いを基調とした
デザイン、冬はネクタイ・リボン姿が映える、
きりりと引き締まったデザインの制服です。

夏服夏服夏服 冬服冬服冬服

私
学
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夢はゆずれない　GO FOR IT !

〒755-0035　宇部市西琴芝２丁目12-15
tel.0836-34-1111　fax.0836-21-7228
ks@keishin-ug.ed.jp
http://www.keishin-ug.ed.jp

慶進高等学校

建学の精神・教育方針 学校生活

男女共学

志・学力・人間力を育成する
　「慶進」という校名には、“本校で学ぶ生徒一人ひ
とりが慶びに満ちて進む学校でありたい”という夢
と、“生徒一人ひとりの慶びや実り多い指導に我々
教師が進取の精神で取り組む学校でありたい”とい
う情熱が込められています。
　本校では建学の精神「至誠」を基に、三つの校訓「独
立自尊」「至誠一貫」「敬愛感謝」を具現化した教育
をとおして、強い志を持ち、高い学力と人間力を備
え社会に貢献する人材を育てることを目標としてい
ます。
　学業のみならずキャリア学習や様々な活動への参
加を通して、社会における自己の役割を考えること
で、これまで漠然としていた願いや思いが確かな夢
や理想に変わり、強
い志へと昇華してい
くことになります。
志こそ努力の原動力
です。

生徒の創造性を育む環境
　ICT教育の環境整備が進んできています。すべてのHR教室
への電子黒板の設置、Classroomを利用したインターネット
上のクラス運営など時代に先駆けた取り組みをしています。
また、海外のインストラクターとの１対１で行うオンライン
英会話から、実用的な英語力の向上と国を越えた多様性を身
につけています。さらに、体育館がリニューアルされ、新し
い施設・備品とともに特大のプロジェクターが設置されました。
　慶進高校の学校行事は、「どう考え、何を行動し、どのよう
な評価をつけるか」というルーブリック評価を通した生徒の自
主性を育む機会になっています。どの行事も生徒会を中心に、
自分達で企画・立案し、運営しています。授業だけでは学べ
ない、企画力や創造性を育むこと、それこそが本当の人間力
の向上に繋がります。また、アドバンス・グローバルそれぞ
れの特色豊かな行事があります。アドバンスコースでは芸術
の感性を磨くテイクフォーツ、講師を招いて将来の仕事につ
いて考えるアドバンスコーザが、グローバルコースでは友人
との絆を深める萩行路やG－EKIDENが実施されています。
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３学期制

設置校/短大

寮 バス週５日制

設置校/大学

少人数授業

設置校/中学

外国人教師

設置校/幼稚園

海外研修・留学

設置校/自動車学校

資格

ブラスバンド部 バトン部 美術部 茶道部

華道部 家庭部

合唱部

英語スピーチ部

軽音楽部

情報処理部

ディベート部ボランティア部

競技かるた部科学部 硬式野球部

サッカー部 バスケットボール部（男女） 陸上部（男女） ソフトテニス部（男女）

バレーボール部（女子） 水泳部（男女） 卓球部（男女） 馬術部

部活動
チェック 制服紹介

学科・コース紹介 学校自慢・進路状況

A
dvance course

（
ア
ド
バ
ン
ス
コ
ー
ス
）

国
公
立
大
学
・
難
関
大
学
を
め
ざ
す
な
ら

・学習習慣の確立
学習オリエンテーション、実力強化合宿で、
規律ある生活習慣と学習習慣を身につけます。

・週テストと確認テスト
短いスパンでの週テスト、長いスパンでの
確認テスト、追試・補講・課外で確かな学力
を養います。

・人間力を育てる行事
アドバンスコーザなど、コース独自企画の
行事で、主体的に考え生きていけるたくま
しい人間力を育てます。

・放課後、土日有効活用
放課後、土曜日はサタデープログラム、休日
は駿台サテネットを受講したり、自学自習
にスタディルームやほっとラウンジを活用
したりして、有効に過ごせます。

Global course

（
グ
ロ
ー
バ
ル
コ
ー
ス
）

地
元
国
公
立
大
学
・
有
名
私
立
大
学
を
め
ざ
す
な
ら

・心を育て、友を思いやる３年間
学年の枠を超え、コース全体の行事を実施し
ます。

・３年間の全てで勝負する推薦入試やＡＯ入試
推薦入試やＡＯ入試へ対応した学習指導を
行います。

・「なりたい自分」に突き進むスクールライフ
特別進学講座やサタデープログラム（土曜日）
を実施

・文武両道で勝ち取る未来
部活動と勉強の両立をめざした取り組みを
応援します。

広がる夢への可能性へ、羽ばたこう!
　全国有数の進学校を目指してスタートした慶進高
等学校は、文武両道、そして創造性豊かな学校とし
て発展を続けています。希望する大学へ現役合格す
るために、それぞれの進路に対して段階に応じてき
め細やかな指導を行っていきます。「大学入学共通
テスト」にも充分対応できる力をつけるシステムも
整えています。医学部医学科、大阪大学、九州大学
などの、難関大学を始めとし、年々進路状況も進化
しています。

文武両道の実現へ

バリエーション豊かな冬服・夏服

マンガ研究部

私
学
マ
ッ
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〒759-2212　美祢市大嶺町東分3294番地
tel.0837-52-1350　fax.0837-53-1347
info@mine-c.ed.jp
http://www.mine-c.ed.jp/

成進高等学校

建学の精神・教育方針 学校生活

男女共学

独立自尊　至誠一貫　敬愛感謝
君の「なれたらいいな」を応援します。
【独立自尊】  かけがえのない自分を大切に磨いて、

しっかり生きていく。
【至誠一貫】  夢や希望を持ち、志を立てて、一つ一つ

目標を目指して、一生懸命努力する。
【敬愛感謝】 自然や人の素晴らしさ、美しさ、有難さ

を思い、豊かな人間性を養う。
　成進高等学校は一人ひとりが自分の目標を「成」
し遂げるため、「進」んで物事に取り組む場所であっ
て欲しいと願っています。そのために、教育課程・
教員・施設など、ここ成進高等学校でなければでき
ない環境づくりで生徒一人ひとりの「なれたらいい
な」をバックアップします。

毎日が新しい出会い。
３年間のあなただけの１ページ。
　市外の人でも余裕
をもって来られるよ
うに学校が始まるの
は ９ 時 15 分 で す。
先生や先輩・後輩と
の距離が近くアット
ホームな雰囲気で仲
良く過ごしています。
また、新校舎も完成
し、新たな環境で勉
強することができる
ようになりました。

スクー
ルバス

案内

山口駅
から美

祢駅

まで運
行して

います
！

君の「なれたらいいな」を
　３年間で確かな「なりたい」に変えよう。
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３学期制

設置校/自動車学校

設置校/短大 設置校/中学週５日制

設置校/幼稚園

少人数授業 資格 バス 設置校/大学

吹奏楽部 軽音楽部 情報処理部

華道部

美術部

Sクラブ

サッカー部 テニス部 卓球部

部活動
チェック

学科・コース紹介

「なれたらいいな」の実現のために
２つの学科を設置しています。
　普通科では、２年次からあなたの目指す進路にあ
わせて２つのコースで応援します。
　総合ビジネス科では、あなたが企業の求める即戦
力となるために応援します。

１年 ２年 ３年

普
　
通
　
科

基
礎
力
養
成

【プログレスコース】
国公立大学や私立大学への進学を目指し、徹底
した進学指導をするコースです。

【ユニバーサルコース】
漢字検定はもちろん、情報系検定も取得可能
な、みなさんの幅広い希望に応えるコースです。

総
合
ビ
ジ
ネ
ス
科

基
礎
力
養
成

【ビジネスコース】
企業の即戦力となるために実践的な授業を展
開するコースです。

【情報コース】
検定取得三種目以上一級合格を目指したコース
です。
≪取得可能な検定資格≫
［全国商業高等学校協会主催］
簿記実務検定、珠算・電卓実務検定、情報処理
検定、商業経済検定、英語検定、ビジネス文書
実務検定［日本商工会議所主催］簿記検定

新校舎やテニスコートが完成し、
より学習環境が整いました
　進学においては、普通科プログレスコースで夏と冬に、２泊３日で
無料の校外勉強合宿を実施し、それぞれの志望校に向けた学習指導を
しています。また、本校の姉妹校である「山口学芸大学」「山口芸術短
期大学」には、姉妹校推薦入試制度が設けられており、入学検定料の減
額や入学金の免除など金銭面での特典も大きいです。幼稚園や小学校・
中学校・高校の先生、保育士、芸術関係の進路などを目指している人は、
成進高校からの姉妹校推薦入試制度で夢への近道を進みませんか。
　就職においては、希望する生徒全員の進路実現を図るために、多く
の企業の情報を提供し、アドバイスしながら、生徒一人ひとりをバッ
クアップしています。さらに簿記検定など各種資格取得に向けた課外
等も行い、よりよい希望進路が実現できるように指導しています。
　本校では、校舎の改築が終わり真新しい雰囲気の中、落ち着いた環
境で学習活動を行っています。みなさんも一緒に勉強しましょう。

部活動で濃い青春を！

グレーを基調とした落ち着いた雰囲気
の制服です！

制服紹介

グレーを基調とした落ち着いた雰囲気

制服紹介

学校自慢・進路状況

私
学
マ
ッ
プ

29



宇部フロンティア大学
付属中学校・付属香川高校

宇部フロンティア大学
短期大学部

人間社会学部・人間健康学部

西宮八幡宮

太陽家具

〒755-8560　宇部市文京町１番25号
tel.0836-35-9574　fax.0836-33-7017
frontier-h@kagawa-h.ed.jp
http://www.kagawa-h.ed.jp/

宇部フロンティア大学付属香川高等学校

建学の精神・教育方針 学校生活

男女共学

普通科では、放課後遅くま
で個々の質問に対応したり、
大学入試に向けた学習指導
や面接指導等もここに対応
し進路実現へと導きます

食物調理科では、豊富
な実習時間を通して、
プロの調理師としての
質を養います

生活デザイン科では、
各種検定やコンテスト
に挑戦し，デザイン力，
パソコン・縫製技術を
日々，練磨しています

保育科では、短大や幼
稚園と連携し、幼児教
育に関する知識と技術
を実践的に身に付けま
す

高い学力の形成
総合的な人間力の育成

豊かな個性を育む
国際感覚の涵養

進路の実現

自主・自立・共生・礼節

ハチゴローです

生
徒
一
人
ひ
と
り
を
大
切
に

教
科
・
特
別
活
動
・
部
活
動　
　

リ
ベ
ラ
ル
な
校
風
・
少
人
数
制
に
よ
る
指
導　
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普   通   科
進学コース  週５日制

校外研修施設

外国人教師

設置校/中学

海外研修・留学

設置校/幼稚園

普   通   科
特進コース  週６日制

食堂

専  門  科  週５日制

資格

３学期制

バス寮

習熟度別編成

設置校/大学

少人数授業

設置校/短大

吹奏楽 ダンス 演劇 合唱

琴曲 文芸 茶道 新聞

美術 児童文化 パソコン英会話

ユネスコ インターアクトクラブＪＲＣ

弓道 剣道 硬式野球 サッカー

バスケットボール 卓球 テニス ソフトテニス

バレーボール（女） 陸上競技

部活動
チェック 制服紹介

学科・コース紹介 学校自慢・進路状況

一人ひとりの夢を応援する４つの科

■普通科
　特進コース

難関国公立大学や難関私立大学への
進学をめざすコース
週６日制の少人数クラスです。
十分な授業時間を確保しています。

■普通科
　進学コース

進学をめざしながら部活動にも励み
たい人に適したコース
週５日制で、演習時間を設け、大学進学
に必要な学力を身につけます。

■生活
　デザイン科

ファッションやビジュアルデザイン
分野のクリエイターをめざす！
美術、デザイン、アニメ、被服製作関連
への進学や就職をめざす人のコースです。

■食物調理科
プロの調理師、パティシエ、栄養士
をめざす！
食のスペシャリストをめざすコースです。

■保育科
短大と連携した５カ年教育も可能！
県内唯一の保育科
幼稚園や保育所、福祉関係の仕事をめざす
コースです。

普通科　主な進路実績（過去３年間）
【国公立・大学校】
東京大学　京都教育大学　神戸大学　島根大学　岡山大学　山口大学　
九州大学　九州工業大学　福岡教育大学　長崎大学　熊本大学　大分
大学　鹿屋体育大学　山口東京理科大学　下関市立大学　山口県立大
学　北九州市立大学　長崎県立大学　熊本県立大学　防衛医科大学校　
防衛大学校　自治医科大学　その他

【私立大学】
岩手医科大学　獨協医科大学　青山学院大学　中央大学　東京理科大
学　日本大学　法政大学　明治大学　早稲田大学　同志社大学　立命
館大学　大阪医科大学　関西大学　関西学院大学　川崎医科大学　産
業医科大学　西南学院大学　福岡大学　その他

生活デザイン科
「第40回ホームソーイング作品コンクール(東京都)」優秀賞(全国2位)

　「ファッション甲子園2019(青森県)」キラリ賞(全国8位)
「デニムファッションデザインコンテスト in 山口2019」優秀賞

　「宇部市PR動画コンテスト」第1位・会場賞のＷ受賞
食物調理科
　シーフード料理コンクール　日本放送協会会長賞受賞　他
保育科

  TOKIWAファンタジア2019イルミネーションコンテスト大賞・市民賞受賞
【主な進学・就職先】
早稲田大学　東京造形大学　東京音楽大学　京都造形芸術大学　
京都橘大学　女子美術大学　九州栄養福祉大学　九州産業大学　
西南女学院大学　宇部フロンティア大学・短期大学部　鳥取短期
大学　辻調理専門学校　宇部看護専門学校　文化服装学院　など
大谷山荘　萩本陣　国際ホテル宇部　一の俣温泉観光ホテル　ホ
テル松政　菓子乃季　明石被服　宇部あかり園　宇部興産機会　
山口合同ガス　マツダ　ゴールドジム

夢を形に！

【平成 30・令和元年度の主な実績】
■弓 道 部 　中国大会女子個人優勝、女子団体３位
　　　　　　 インターハイ女子団体３位、茨城国体出場
　　　　　　 全国選抜大会女子個人優勝、女子団体３位
■剣 道 部 　全国選抜大会団体出場
　　　　　　 中国大会団体出場　　 中国大会個人出場
　　　　　　 中国新人大会団体出場

 女子用の
ズボンもあるよ！
移行期間中は
セーター、ベストで 
自由な組み合わせが 

可能♪

セーター、ベストで 
自由な組み合わせが 

私
学
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サビエルファミリー
・ 学年を超えての交流も
深く、とてもアット
ホームな雰囲気です。
文化祭、スポーツフェ
スティバルなど、たく
さんの行事で絆も深ま
ります！

・ 教職員は、生徒一人ひ
とりときめ細やかに関
わっているので、学習
面のみならず、生活面
でのアドバイスを受け
る生徒も多くいます。

・ 敷地内に女子寮があり、
学校までは１分！　食
事も部屋（個室）も最
高です！　遠方だけで
なく、近隣地域からの
寮生もいます。

〒756-0080　山陽小野田市くし山3丁目5-1
tel.0836-83-3587　fax.0836-83-3439
info@xavier.ed.jp
http://www.xavier.ed.jp

サビエル高等学校

建学の精神・教育方針 学校生活

男女共学

～愛と奉仕に生きる～
　本校はキリスト教精神に基づき、３つの教育目標
「祈る」「学ぶ」「行動する」のもと、学力向上、愛
と奉仕、国際交流　を通して21世紀を創る人を育
てます。

スクール・モットー
For Others ,　With Others

～他者のために、他者とともに～
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３学期制 資格 寮週６日制 習熟度別編成 少人数授業 外国人教師 海外研修・留学

合唱部 美術部 カリタス部 インターアクトクラブ

吹奏楽部 英語部 茶道部

軽音学部 演劇・文芸部 写真部

聖書研究部

科学部

剣道部 サッカー部（女子） 卓球部 陸上部

硬式テニス部 バレーボール部（女子） バスケットボール部（女子）

部活動
チェック

学科・コース紹介 学校自慢・進路状況

普
通
科

特別進学
コース

・ 国公立大学現役合格を目指すカリ
キュラム

・徹底した学習指導
・夏期勉強合宿
・放課後を利用した模試対策講習

進学
コース

・ 幅広い進路に対応したカリキュラム
（国公立大学を含む）

・ 指定校推薦制度を利用した大学進学
・ ２年次から、文系・理系に加え、

私立文系型も選択可能
　※ 私立文系は数学・理科のかわり

に、文系科目を多く履修します。
英語に特化した授業選択や芸術
系大学受験（音楽、美術）に対
応した授業も選択可能です。

・ 部活動、ボランティア活動など、
充実した学校生活

※両コースとも週６日制（土曜日正規授業）
※習熟度別授業（英数国の一部授業）
※進級時に、進路変更などによるコース変更が
可能。
・ iPad、電子黒板など ICT 機器を利用した

学習
　 生徒一人に一台ずつiPadを貸与。授業で

の活用はもちろん、英検対策講座、自習で
の活用、ポートフォリオ（振り返り・記録）
など色々な場面で利用します。

国際交流に力を入れています！
◎アメリカ・サンディエゴ高校との交流。

事前・事後のiPadを利用してのオンライン交流
◎韓国・釜山　聖母女子高校との交流
◎海外への長期留学と海外からの留学生受入れ

 毎年、海外へ留学する生徒がいます。2019年度の留学先
はドイツ、イタリア、カナダ、フランスでした。受入れは、
アジア圏からの留学生６名とフランス、カナダからの留学
生２名の８名でした。2020年度も多くの留学生を受け入
れる予定です。

●主な進路実績
（国公立大学）　国際教養大学　筑波大学　東京外国語大学　横浜国立大学　奈
良女子大学　岡山大学　広島大学　島根大学　山口大学　福岡教育大学　佐賀
大学　熊本大学（薬含む）　広島市立大学　尾道市立大学　下関市立大学　山口
県立大学　山口東京理科大学（薬含む）　高知県立大学　北九州市立大学　名桜
大学　※水産大学校

（私立大学）　上智大学　東京理科大学　青山学院大学　北里大学　白百合女子
大学　聖心女子大学　明治学院大学　明治薬科大学　武蔵野美術大学　南山大
学　京都外国語大学　京都女子大学　京都造形大学　同志社大学　立命館大学　
関西大学　関西学院大学　神戸学院大学　武庫川女子大学（薬）　ノートルダム
聖心女子大学　日本赤十字広島看護大学　広島修道大学　西南学院大学　福岡
大学　その他多数

高校生活の１ページを
彩ります！

季節に合わせてバリエーションも豊富
です！

制服紹介
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JR新下関駅から一番近い学校!!

〒751-0862　山口県下関市大字伊倉字四方山７番地
tel.083-256-2321　fax.083-257-2907
info@shiboyama.ac.jp
http://www.shiboyama.ac.jp

下関国際高等学校

建学の精神・教育方針 学校生活

男 女 共 学

『さわやか　国際』の創造
１　生徒主体の特色ある学校づくり
　　　コース選択制の推進
２　個々の生徒の特性を生かす
　　　粘り強い指導の充実
３　進路指導の体系化と
　　　生徒一人ひとりの夢の実現

２年連続
ものづくりコンテスト
優勝！

クラスマッチで
一致団結！

インターハイ、国民体育大会出場！

校訓　　自主　　連帯　　創造

CHANGE
KOKUSAI !!
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書道部 美術部

３学期制週５日制 習熟度別編成 外国人教師 資格 設置校/幼稚園

軽音楽部 自動車工作部

旋盤・溶接部 吹奏楽部 図書部 パソコン部

硬式野球部 ウエイトリフティング部

空手道部 合氣道部 バスケットボール部

サッカー部 ダンス部

部活動
チェック

学科・コース紹介 学校自慢・進路状況

1年次 2年次より

普
　
通
　
科

キャリア
デザイン
コース

医療系進学 コース

公　務　員 コース

キャリアアップ コース

※韓国語は１年次から履修可

アスリート コース

電
子
機
械
科

機　　　械 コース

自　動　車 コース

就職率100％！
きめ細かな、サポート体制で
しっかりとした出口保障！
令和元年度　卒業生の進路先 

【進　学】
（大学・短大）
神奈川工科大学　東京国際大学　国士舘大学
西日本工業大学　近畿大学　　　広島文化学園大学
日本文理大学　　東亜大学　　　梅光学院大学
下関短期大学
（専門学校等）
北九州自動車大学校　専門学校大原自動車工科大学校
専門学校コンピュータ教育学院ビジネスカレッジ
福岡ウェディング＆ブライダル専門学校
福岡美容専門学校　　山口県高等歯科衛生士学院
山口県立西部高等産業技術学校　他
【就　職】
（県　内）
西日本旅客鉄道㈱　　　　関門港湾建設㈱　　　マツダ㈱
日産プリンス山口販売㈱　林兼産業㈱　　　　　林兼冷蔵㈱
㈱西川ゴム山口　　　　　山口日産自動車㈱　　住吉工業㈱
セコム美祢セキュリティ㈱
イエローハット（㈱エヌ・アール）
㈱一の俣温泉グランドホテル　　他
（県　外）
トヨタ自動車㈱　　　アイシン・エィ・ダブリュ㈱
トヨタ車体㈱　　　　㈱東海理化電機製作所
日野自動車㈱　　　　富士岐工産㈱名古屋支店
日産車体九州㈱　　　マツダ㈱
関門コンテナターミナル㈱　他

今年度よりコース選択制スタート!!

2019年度より
新部活動スタート！

新制服でスカート・パンツの選択が可能に！

１年間
じっくり
考える

制服紹介

少人数授業 寮
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Wake-Up 全員留学！

〒750-0019　下関市丸山町2-9-1
tel.083-227-1200　fax.083-231-6835
jhms@baiko.ac.jp
http://www.baiko.ac.jp/highschool/

梅光学院高等学校

建学の精神・教育方針 学校生活

男 女 共 学

Beyond the Borders
自分を超える・国境を越える
　これからの時代を生きていくために求められる力は、文
化や言語の壁を超えて自分の知らない地域で、自分とは異
なる人たちとの出会いや多くの経験を通じて自分を成長さ
せる「国交を越える力」、自らの限界を設けないで、一歩前
に踏み出す「自分の限界を超える力」、と考えます。それは、
これまで自分が定めていた境界線を飛び越えて先に進む力、
これからの時代を生き抜く力そのものです。
　建学の理念のもとこれからの時代をたくましく生き抜き、
社会に価値をもたらす人材を育成するために、境界線を飛
び越えるための新たな教育プログラムを次々と導入してい
ます。
　本校の特徴的なプログラムのひとつである「Wake-Up全
員留学」。自主・自立性を育み、異文化・他者理解を通じ、
グルーバルな視野を広げることを目的とし、３週間フィリ
ピンで研修を受けます。その他、様々な留学プログラムを
用意し、グローバルに活躍できる人材を育てます。

一人一台。iPadを活用した最先端の
ICT教育
　社会に出ると、自分の意思を人に伝えるコミュニ
ケーション力や表現力は不可欠な力だと気づきます。
梅光ではその力を得るため、「主体性」「協働性」「創
造性」を生徒に身につけさせることを意識してICT
を活用した授業づくりを行っています。教師ではな
く、生徒が主役の授業です。iPadはあくまでも道
具のひとつであり、生徒の「創造性」を育むものです。
生徒も教員も様々な工夫をし、iPadで学校生活を
豊かにしています。

URL
QRコード

E-mail
QRコード
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３学期制週５日制 設置校/中学設置校/大学習熟度別編成

設置校/幼稚園

少人数授業 外国人教師 海外研修・留学

ミュージカル ハンドベル イングリッシュ 吹奏楽

軽音楽

書道 合唱

演劇茶道 美術

卓球 バスケットボール 硬式テニス

部活動
チェック 制服紹介

学科・コース紹介 学校自慢・進路状況

学科・コース名 説　　明

普通科

国公立・難関私大合格を
目指します！
□ＡＯ、推薦入試対策もバッチリ
現在、国公立・難関私大もＡＯ、推薦（新入試制度で
は「総合型選抜」、「学校推薦型選抜」）入試が盛んです。
しかし、一般選抜と同等の学力や小論文や面接の技能
が求められ、実際には狭き門です。梅光では2019年
度も国公立を始め難関私大にＡＯ、推薦入試で大きな
実績を上げました（熊本大、佐賀大、北九州市立大、下
関市立大、関西学院大等）。一般選抜に関しては、個別
指導と自学自習環境の整備により、早稲田大学と九州
大学の合格者も輩出するなど進路実績を向上していま
す。
　一般選抜もＡＯ、推薦も少人数クラスだからこそき
め細やかな個別対応が徹底できる梅光が皆さんの能力
を最大に引き出します。

音楽科

音楽科生、
第一志望大学に全員合格！
□「音楽科」をもつ、
　県内唯一の高校＝梅光
　音楽を専門的に学べる環境を整えており、定期演奏
会、公開レッスンや海外研修旅行などを通じ、技術・
感性・表現力を高めていきます。
　多くの音楽大学の指定校推薦枠もあり、演奏学科、
教育科、作曲科、音楽療法科、声楽科、ミュージカル
科など多様な学科に進学しています。

■英語教育の充実！
Wake-Up全員留学を始め、ネイティブ教員による授業はもちろ
んのこと、英語の授業は日本人教員でも、オールイングリッシュ。
また、年30回以上のオンライン英会話で、外国人講師によるマ
ンツーマンレスを受け、４技能を伸ばすことが可能です。
また、留学生の受入れ、イングリッシュキャンプでの留学生との
交流、その他積極的に国際交流を行っており、日本にいながら異
文化交流の可能な環境が整っています。

■関西学院大学
11学部へ19名の協定校推薦枠

■指定校・同盟校推薦
国際基督教大学（ICU）・青山学院大学・東京女子大学・明治学院
大学・フェリス女学院大学・立命館大学・神戸女学院大学・武庫
川女子大学・西南学院大学ほか

■2019年度 進学・合格大学
早稲田大学、九州大学、東京理科大学、明治大学、国際基督教大学、
熊本大学、佐賀大学、北九州市立大学、関西学院大学、明治学院
大学、芝浦工業大学、下関市立大学、山口東京理科大学、東京女
子大学、日本大学、帝京大学、東洋大学、東海大学、神戸女子大学、
岡山理科大学、就実大学、西南学院大学、立命館アジア太平洋大
学ほか

仲間と共に
青春を走り抜けよう！

制服紹介

女子のスカート、リボンはエンジとブルーの２色！男女とも
ボタンダウンシャツは、白、ピンク、水色の３色！着こなしは、
お好みしだい！

私
学
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早鞆高等学校・菁菁館
夢　∞　無　限　大　！

〒750-8524　下関市上田中町8-3-1
tel.083-231-0080　fax.083-231-6450
info@hayatomo.ac.jp
https://www.hayatomo.ac.jp

建学の精神・教育方針 学校生活

男女共学

「堅忍不抜」の校訓を掲げ、社会に
貢献できる人材の育成をめざします
・一人ひとりの生徒を大切にし、人間性を養う教育
・一人ひとりの個性を伸ばし、自主性を養う教育
・実社会で役立つ実践力を育成する教育

　人間性・自主性・実践力という３つの柱を培い、
社会に貢献できる人材の育成をめざしています。

　夢は無限大です！
　早鞆高校は皆さんの夢の実現を全力でサポートし
ます！

充実した
毎日!!
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他  学  科  週５日制 売店

食堂

菁  菁  館  週６日制 ３学期制

寮 （男子）資格 設置校/自動車学校

習熟度別編成 少人数授業 外国人教師

吹奏楽部 平家太鼓部 図書部 イラスト部

パソコン部 洋裁・手芸部

Sクラブ

園芸部

食物部

ESSクラブ

ダンス部

書道部

美術部

自動車同好会

茶道部

写真部

硬式野球部 陸上競技部 柔道部 卓球部

弓道部 テニス部 バスケットボール部 サッカー部

ソフトテニス部 バレーボール同好会

部活動
チェック 制服紹介

学科・コース紹介 学校自慢・進路状況

夢を叶える８学科・コース
菁
菁
館
特
別
進
学
コ
ー
ス

第Ⅰ類
国公立大学及び私立大学（いずれも難関）へ
の進学をめざします。勉強と部活動の両立が
可能です。放課後はそれぞれの進路に応じて
ECL（課外授業）の選択ができます。

第Ⅱ類
国公立大学及び私立大学への進学をめざしま
す。勉強と部活動の両立が可能です。放課後
はそれぞれの進路に応じてECL（課外授業）
の選択ができます。

普
通
科

進学
グローアップ
コース

大学及び専門学校をめざす生徒のためのコー
スです。進学を意識したカリキュラムを編成
すると共に、部活動・校外活動を通して自己
表現ができる人物を形成します。

キャリア・
アスリート
コース

進路に対してじっくり考えながら、部活動に
全力投球したい生徒に適したコースです。５
教科とともに体育演習や工業技術基礎・情報
処理など多種多様な科目を学習します。

ビューティー
コース

（美容・理容）

県内の高校で初の美容師・理容師をめざす人のた
めのコースです。卒業と同時に美容師免許または
理容師免許受験資格を得られるため、２年間短縮
でき、経済的負担も大幅に抑えることができます。

自動車工学科
実社会に通用するメカニックエンジニアを育
成する科です。在学中に「３級自動車整備士」
の資格を取得することを目標としています。

生活クリエイト科
ファッションデザインや、食文化について研
究・学習する科です。２年次から実習を通し
てファッションとフードの専門的な学習をし
ます。

衛生看護科
看護師をめざす人のための科です。本科で学
ぶと、准看護師免許受験資格を取得できます。
基礎看護教育を行うとともに、自ら学び考え
る力を養うことにも力を注いでいます。

早鞆祭は生徒満足度95％以上‼ 
　早鞆高校の文化祭は生徒満足度９割以上！常に更な
る高みをめざして頑張っています。ファッション
ショーやヘアショー、屋台部門やステージ部門など様々
なイベントを生徒自身で企画し盛り上げます！

（進学）
広島大学、九州工業大学、山口大学、山口県立大学、
下関市立大学、山陽小野田市立山口東京理科大学、北
九州市立大学、早稲田大学、青山学院大学、国士舘大学、
帝京大学、近畿大学、福岡大学、九州産業大学、防衛
大学校、水産大学校、山口県立萩看護学校、小倉看護
専門学校、麻生情報ビジネス専門学校、九州医療スポー
ツ専門学校、KCS北九州情報専門学校、下関看護リハ
ビリテーション専門学校
（就職）
トヨタ自動車㈱、マツダ㈱、西日本旅客鉄道㈱、㈱ブ
リヂストン 下関工場、住友理工㈱、旭洋造船㈱、山口
合同ガス㈱、㈱日本セレモニー、㈱ミュゼプラチナム、
㈱イング、㈱大谷山荘、㈱プレミア門司港ホテルマネ
ジメント

共に笑い、共に涙し、
仲間たちと過ごす青春の日々

菁菁館 本　館

スタイリッシュな印象と
品格を備えたデザイン
菁菁館… シンプルなブレザーとズボン＆スカートに落ち着いた雰囲気

のグリーンのストライプネクタイ。
本　館… 男子はブレザー、女子はノーカラージャケット。各家庭で

洗濯ができます。女子はネクタイとリボン（ピンク・ネイビー）東京オリンピック2020 柔道男子100㎏超級代表決定!!
本校卒業　　原沢 久喜　選手

※来年度は多少変更される予定です。

制服紹介

菁菁館

菁  菁  館  海外研修

私
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『日本一の学校』を目指して

〒750-8508　下関市桜山町1-1
tel.083-232-3785　fax.083-231-2495
hi－info@kohno.ed.jp
http://www.shimotan-hs.jp/

下関短期大学付属高等学校

建学の精神・教育方針 学校生活

男 女 共 学

伝統の継承と新たな学校づくりを
目指して
　本校は創立者河野タカ先生により、大正15年4月に
創立された90年以上の歴史と伝統ある高校です。タカ
先生は「日本社会の基本は女性にある」との信念のもと、
女性一代で本学園を築かれました。平成から新しい元
号となり、社会環境が大きく変化していく中、伝統を
受け継ぎながら男女共学・調理師免許取得・制服のリ
ニューアル等、創立100周年に向けて進み続けています。
　一昨年度、新しく進み続ける本校を象徴するシンボ
ルマークを作成しました。色は本校伝統の卒業式で卒
業生が身に纏う紫紺の袴と同じ色です。マーク全体で
下関（Shimonoseki）のSを表し、マークの中には短期
大学(Junior College)を表すJとCを読み取ることも
できます。絡み合う２つの凹型は短大と高校を表し、
２つの学校が深く連携していることを表します。また、
右上と左下にある四角は２つの付属幼稚園を表し、３
つの教育機関を備える総合学園であ
ることを示しています。90年以上
の歴史の中で培ってきた本校の特色
と伝統を残しつつ、地域に貢献でき
る人材を育てるために前に進み続け
る本校を象徴するマークと言えます。

進路を見据えた充実した学校生活
　本校は保育学科と栄養健康学科がある下関短期大学
と、付属第一幼稚園（第二幼稚園は下関市彦島）と隣接
しています。３つの教育機関が同じ敷地内にあるので、
普段から短大生や園児と接することがあります。保育
士や栄養士を目指す短大の先輩方のキャンパスライフ
を間近で見ることができるので、自分の目標をより具
体的なものにできます。
　普通科保育コースでは、定期的に幼稚園訪問を実施、
それに向けて授業で学習と準備を行います。ピアノの
授業では個室のレッスン室があるので、それぞれのレ
ベルにあわせて学ぶことができます。
　調理科では卒業時に調理師免許が取得可能となりま
した。最新の機器を備えた新調理室が完成（H30年３
月）し、充実した環境で確かな力を身に付けることがで
きます。

学校HP 学校 LINE@ 調理科 Instagram
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夏服冬服

３学期制週５日制 少人数授業 設置校/短大 設置校/幼稚園資格 バス

茶道部 …チャリティ茶会参加　茶室完備

華道部 …令和元年度  Ikenobo花の甲子園出場（敢闘賞受賞）
　全国大会を目指して活動中

…老人ホーム訪問、県高校総合文化祭出場、下関市邦楽大会出演

美術同好会

筝曲部

パソコン同好会

バレーボール部（女子） …令和元年度春高予選ベスト４、中国新人大会出場。
　県ベスト４の常連校、狙うは山口県No.1 ！

ソフトボール部（女子）
　令和元年度全国高校女子選抜大会出場。
… 平成21・26年度インターハイ出場に次ぐ、念願の全国大会

出場を達成！
バスケットボール部（女子）

ソフトテニス部（女子）

部活動
チェック 制服紹介

学科・コース紹介 学校自慢・進路状況

普
通
科

保育
コース

下関短期大学保育学科へ進学し
保育士を目指す。
下関短期大学保育学科への進学でさら
に生きるカリキュラムがあります。ピ
アノやリトミック、保育に関する知識
を身につけます。

進学
スポーツ
コース

受験勉強や部活動を支援する。
４年制大学や専門学校等へ進学を希望
する生徒には個々に応じた学習を、ソ
フトボール部・バレーボール部・バス
ケットボール部や、個人種目でも高い
意識を持って競技に臨む生徒には、そ
の技能向上を支援します。

普通
コース

基礎基本を身につけ社会に必要
とされる人材を目指す。

「学び直し」に取り組み、基礎学力の
定着を目指します。自己の可能性を伸
ばし地域社会に貢献できる人材を育成
します。

調
理
科

調理師・栄養士を目指す。
下関で唯一「調理師養成施設」である本校で、調理師免
許を取得し、調理のプロを目指します。卒業後には、
下関短期大学栄養健康学科へ進学し、栄養士資格を取
得することも可能です。「調理のできる栄養士」「栄養
をよく知る調理師」となり、地域に貢献できる食のプ
ロを育成します。

日本一の卒業式
　本校の卒業式は伝統の
袴姿で行われます。卒業
生が身にまとう紫の袴は、
先輩方から代々受け継い
できたもので、いつもと雰囲気の違う卒業生の晴れ
姿に感動を覚えます。厳粛でピンと張り詰めた空気
の中、凛とした態度でのぞむ卒業式は「日本一の卒
業式」です。

《進路状況》
令和元年度　卒業生進路状況

※進学 福山平成大学、東亜大学、梅光学院大学、下関
短期大学、東筑紫短期大学、ウエストジャパン看護専門
学校、健和看護学院、下関看護専門学校、 専門学校マイ
ンドビューティカレッジ、麻生情報ビジネス専門学校、
大原医療福祉製菓専門学校小倉校、京都製菓製パン技術
専門学校
※就職　㈱林商店、（福）稗田福祉会特別養護老人ホー
ム慈公園、㈱ファイブフォックス、（福）松涛会、㈱兼松
コミュニケーションズ中国支店、（医）ティースハートノ
リヒロ矯正歯科なおみこども歯科、（株）石本工務店、せ
のお写真館、自衛隊山口地方協力本部

心を繋ぎ、技を磨き、
和を重んじる部活動

制服をリニューアルしました！
平成 31年度入学生より全科男女共学のスタートと共に制服が新
しくなりました。冬服は落ち着いた印象を、夏服はさわやかな
印象を与えるデザインとなっています。

私
学
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生涯忘れることのない、輝く日々。
主人公はあなたです。

〒759-4101　長門市東深川1621
tel.0837-22-2944　fax.0837-22-6359
nagato.hs@nagato.ac.jp
http://www.nagato.ac.jp/

長門高等学校

建学の精神・教育方針 学校生活

男女共学

君の夢の実現に向け 全力でサポート
　本校では時代や地域、環境、生徒一人ひとりのニー
ズに合わせたきめ細かい教育を行うことで、生徒そ
れぞれの持つ潜在能力を顕在能力へとつなげていき、
卒業後に即戦力となり、社会に貢献できる人材を輩
出します。

勉強も！スポーツも！遊びも！
どれも大切な教育の場なのだ！
　これまでにない新しい自分を創る３年間！もっと
楽しく、もっと面白い人生にしよう！
　「今」を大切にしながら、「今」を生きるのだ！

多種多様な
資格・免許取得

多彩なイベント

盛んな部活動

楽しいスクールライフ
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夏服冬服

３学期制

バス

食堂 資格週５日制

寮

習熟度別編成

設置校/幼稚園

少人数授業

設置校/自動車学校

外国人教師 売店

ビジネスライセンスクラブ 吹奏楽部 インターアクトクラブ 簿記部

将棋部 文芸部 書道部 放送・演劇部

サッカー部（男女） 硬式野球部 バレーボール部（男女） ソフトテニス部（男女）

弓道部（男女） 陸上競技部（男女） 卓球部（男女）

部活動
チェック 制服紹介

学科・コース紹介 学校自慢・進路状況

普通科

■ 国公立大学・有名私立大学
　への進学を目指します。

放課後２時間の課外授業を実施し、進
学をサポートします。

■多方面の進路選択を
　可能にします。

部活動に所属し、大学・短大・専門学
校・就職等の進路に対応できるようサ
ポートします。

※入学後、必要に応じてコース分けや、習熟度別授業を
展開し、学力差に対応します。

商
業
科

会計コース
情報処理
コース

■会計人としての
　スキルの修得を目指します。

日商・全商簿記検定の合格をサポート
します。

■即戦力となるビジネス
　パーソンを目指します。

情報処理検定をはじめとする各種検
定の合格をサポートします。

※２年次よりコース分けをし、コースに応じた専門的な
学習を行います。

通信制課程
■自分のペースで学習し、
　夢を実現できます。

合計 74 単位以上の単位修得で卒業
できるシステム。

充実の課外授業　
～取得できる資格・免許は多種多様～
　ベネッセ「Classi（クラッシー）」の導入や、専門学校
との連携による公務員講座などの受講、またフォーク
リフトや小型移動式クレーン・玉掛けといった工業系
の資格・免許も本校で取得できます。

多彩な専門知識・技能を備えた
顧問が指導！

普通科

商業科

【新・総合学習サービス】
ベネッセ「Classi（クラッシー）」の導入！

【 放課後の課外授業 】
各科目、放課後の時間を使った

課外授業を実施 !!

【商業系資格】
日商簿記検定や上級資格の取得も可能！

【建設機器講習】
フォークリフトやクレーンなど

実技講習で高校在学中に免許取得！

【普通自動車免許】
高校在学中の教習で

就職に有利に！

【公務員講座】
人気の公務員講座も

本校で開講！

【７つの習慣 JＲ】
山口県の高校初の導入！

制服がリニューアルしています！
細部までこだわったデザインは「長門高校らしさ」をたくさん
取り入れています！

私
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Think Globally  Act Locally

〒758-0047　萩市東田町15
tel.0838-22-0782　fax.0838-26-5776
koen.hj＠hagikoen.jp
http://www.hagikoen.jp/

萩光塩学院高等学校

建学の精神・教育方針 学校生活

男女共学

あなたたちは　世の光である
　　　あなたたちは　地の塩である
　本校は、キリスト教の精神に基づいて創設された
ミッションスクールです。ろうそくの光のように、
周りの人に温もりや喜びを与え、塩のように味をし
み込ませ、そのものが持つ味を引き立たせる存在。
つまり、世の中やひとのために役立ち、地域貢献で
きる人材育成をめざしています。これを「建学の精
神」とし
　　① 心を育てる教育
　　② 国際理解教育
　　③ 7つのコース制
によって、『一人ひとりを大切にし、その可能性と
個性を尊重した人間形成』に取り組んでいます。

My Place My Way
　光塩の一日は、全校朝礼での沈黙と祈りから始ま
り、落ち着いた雰囲気の中で学習に取り組みます。
放課後は、部活動で自分の力を思いきり発揮します。
学校行事には、クリスマス祝いやバザーなど独自の
ものがあります。また、ボランティア活動にも力を
入れており、多くの生徒が積極的に参加しています。
　生徒たちは学院生活を通して、奉仕の精神や他者
を思いやる気持ちと共に責任感を養い、自己の成長
へとつなげていきます。また、一つの目標に向かう
ことで、仲間やクラスの絆を一層深めます。

公認ゆるきゃら
「きりりん」
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３学期制

設置校/中学

売店週５日制 資格習熟度別編成

設置校/幼稚園

少人数授業 外国人教師 海外研修・留学

吹奏楽部 合唱部 美術部 軽音楽部

書道部 メルセダリアン・インターアクトクラブ

女子バレーボール部 バスケットボール部 陸上競技部 テニス部

卓球部　インターハイ３位 ダンス部

部活動
チェック 制服紹介

学科・コース紹介 学校自慢・進路状況

７つのコースで夢を叶えよう！

ア
ド
バ
ン
ス
コ
ー
ス

特別進学コース
国公立大学や難関私立大学合格を目指
します。少数精鋭の徹底した受験指導
で、高い英語力を養い、理系大学進学
にも対応します。

進学コース
四年制大学合格を目指します。小論文や
面接指導など、きめ細かな受験指導を
行います。

看護系進学
コース

看護系大学や高看合格を目指します。受
験対策指導に加えて、専門家による講義
や看護体験実習を行います。

テ
ク
ニ
カ
ル
コ
ー
ス

音楽・幼児教育
コース

幼児教育希望者には専門家による講義
や幼稚園実習を行います。
音楽大学進学希望者には進路に対応し
た授業を行います。

芸術コース
・美術専攻
・書道専攻

作品作りを通して、芸術に親しみ、豊か
な感性を育てます。
進学に対応した授業も行います。

生活福祉コース
福祉のスペシャリストを目指して、介
護職員初任者研修など必要な技術と資
格を取得します。

公務員・情報
コース

コンピュータに関する基礎的な知識と
技能の習得を目指します。
情報関係の資格取得と、公務員希望者
には専門家による試験対策を行います。

めざせ令和の長州ファイブ！
全ての出会いが可能性を広げる !!
＊海外への修学旅行（1986年～）

高　校：グアム、マレーシア・シンガポール
中学校：サイパン語学研修

＊積極的な国際交流
インドネシア、台湾からの留学
生の受け入れ
外国客船歓迎セレモニーの協力
Cross-cultural Day
インターナショナルワークショップ

つかもう君の未来‼ 
＊充実したICT教育を実践
＊コース制と選択授業で、あなたに合った授業を選択
＊資格取得にチャレンジ

漢検、英検、数検、介護職員初任者研修、赤十字講習会、
書写技能検定（毛筆・硬筆）、コンピュータサービス技能
評価試験、料理検定、簿記検定

【主な合格先】
京都大学　九州大学　防衛大学校　山口大学　山口県立大学　
上智大学　青山学院大学　明治大学　東京農業大学　東洋大
学　関東学院大学　駿河台大学　立命館大学　同志社大学　
関西学院大学　福岡歯科大学　大阪電気通信大学　広島女学
院大学　など

ありえないほど青春やってます!!

伝統の
   「光塩ブルー」を
基調とした落ち着いた

デザイン。
ストライプのネクタイ
がポイント☆

清涼感のある
さわやかな夏服。

シャツは、着心地の良い
「キャンパスニットクール」

を全国で
初採用☆
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通信制課程とは

通信制課程を設置している高等学校

通信制課程の概要

通信制での学び方

設置学科等一覧

学校名 高等学校設置学科 付設学校等（宗教）

1 高水高等学校 普通、六年制普通 短期大学、中学

2 柳井学園高等学校 普通、衛生看護

3 聖光高等学校 普通（進学・総合・社会福祉）、綜合ビジネス
（情報ビジネス・医療ビジネス）、機械

幼稚園
（プロテスタント）

4 山口県桜ケ丘高等学校 普通、商業、電気 中学

5 誠英高等学校 普通、情報会計、福祉

6 高川学園高等学校 普通 中学

7 中村女子高等学校 普通、看護、調理、福祉、商業 専攻科

8 野田学園高等学校 普通 中学、幼稚園

9 山口県鴻城高等学校 普通、情報商業、衛生看護
幼稚園、専攻科

10 宇部鴻城高等学校 普通、工業（機械、自動車工学）、医療秘書

11 慶進高等学校 普通
大学、短期大学、中学、幼稚園、

自動車学校
12 成進高等学校 普通、総合ビジネス

13 宇部フロンティア大学
付属香川高等学校 普通、生活デザイン、食物調理、保育 大学、短期大学、中学、幼稚園

14 サビエル高等学校 普通 （カトリック）

15 下関国際高等学校 普通（キャリアデザイン・アスリート）
電子機械（機械・自動車） 幼稚園

16 梅光学院高等学校 普通・音楽 大学、中学、幼稚園
（プロテスタント）

17 早鞆高等学校 普通（特別進学第Ⅰ類・第Ⅱ類、進学グローアップ、キャリア・アスリート、
ビューティー）、自動車工学、生活クリエイト、衛生看護 自動車学校

18 下関短期大学付属
高等学校 普通、調理 短期大学、幼稚園

19 長門高等学校 普通、商業 幼稚園、自動車学校

20 萩光塩学院高等学校 普通（特別進学、進学、看護系進学、
音楽・幼児教育、芸術、生活福祉、公務員・情報）

中学、幼稚園
（カトリック）
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通信制課程紹介

　通信制課程は、中学校卒業後、本人や家庭の事情により、毎日学校へ通うことのできない勤労青少年に教育の場
を提供するために始まった制度です。近年では、自分のペースで学習したい人、趣味や競技スポーツを中心に生活
する人、全日制課程から転・編入する人、過去に高校教育を受けることができなかった人など、多様な入学動機や
学習歴を持つ人の希望に応える新しいタイプの課程として設置されています。

　通信制課程は、自宅での自学自習（レポート学習）を基本とし、授業（スクー
リング）日に登校して学習支援を受ける学習形態です。現在、山口県内では、光・
防府・美祢・長門地区にある４つの私立高校が、狭域制の単位制普通科高校と
して生徒募集を行っています。各学校では多様なニーズに応えて、きめ細やか
な学習指導や教育相談、進路指導などのサポートを行っています。

　通信制課程に入学すると、生徒は課題（レポート）を配布され、自宅で取り組むこととなります。また、毎週土曜
日もしくは隔週の土・日曜日に登校し、スクーリングを受けて、レポートの分からない所やより深い内容などを学習
します。規定回数のスクーリングに出席し、期限までにレポートを提出、単位認定試験に合格すれば単位を修得する
ことができます。高等学校在籍期間が３年以上で74単位を修得、特別活動に30時間出席すれば、全日制と同じ高等
学校の卒業資格を手に入れ、人生の次のステップへと進んでいくことができます。生徒の夢の実現に向けたサポート
が各校で行われていますので、学校を選ぶ際は、通信制課程であるということだけでなく、各校のカラーや雰囲気を
事前に理解し、自分のニーズに照らし合わせ、「自分にあった学校かどうか」をしっかり考え入学してください。

通信制課程とは

通信制課程を設置している高等学校

通信制課程の概要

通信制での学び方

学校名 所在地 修業年限 スクーリング コメント

聖 光 高 等 学 校 光　市 ３年以上 本　校 高い卒業率＆就学支援金対応コース！
聖光高校はあなたのがんばりをフルサポートします！

誠 英 高 等 学 校 防府市 ３年以上 本　校 「学ぶ意欲のある人へ学習の機会を与える開かれた学校」
として、キミの夢実現のため、とことんサポートします。

成 進 高 等 学 校 美祢市 ３年以上 本　校 本校は単位制・２期制を採用しています。新入生は 3月と
9月に募集します。

長 門 高 等 学 校 長門市 ３年以上 本　校 合計 74 単位以上の単位修得で卒業できるシステムです。
自分のペースで学習し、夢を実現することができます。

※　詳細は各高等学校にお問い合わせください。
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令和２年度入学者の

国からの就学支援金について

授業料の保護者負担の軽減によりさらに身近になった私学
　家庭の経済状況にかかわらず意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、平成
22年度から、国の費用により国立・私立高校等の生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金制度が
設けられ、授業料の保護者負担の軽減が行われました。さらに、令和２年度からは、年収590万円未
満世帯を対象に授業料の大幅な軽減が図られました。
　高等学校等就学支援金の支給額（予定）は、保護者の所得によって、次のとおりとなります。

※県の子育て支援のための私立高校生授業料等減免
　山口県では授業料や施設設備費等の減免など、経済的理由で就学が困難な生徒の支援を行う学
校法人に対して助成することにより、家庭の教育費負担を軽減しています。

高等学校
○　就学支援金対象生徒の授業料減免
　１　生活保護世帯　授業料等の月額と高等学校等就学支援金等との差額と、1,650円のいずれか少ない額
　２　年収約590万円以上610万円未満世帯　月額6,600円
　３　家計急変世帯　高等学校等就学支援金等の加算がない者　　　23,100円
　　　　　　　　　　高等学校等就学支援金等の対象とならない者　33,000円
○　入学時納付金減免　年収約350万円未満世帯と家計急変世帯　70,000円以内
　※就学支援金対象外の場合など、詳細は入学した学校にご相談してください。

全日制の場合

支給上限額
39万6,000円

世帯の所得

引上げ後の加算

11万8,800円
（公立高校の授業料額）

29万7,000円

270万円 350万円 590万円 910万円

23万7,600円

17万8,200円昨年度の加算

年収目安（注）が
約590万円未満
世帯の生徒を対象
に上限額を引上げ

保護者等の「課税所得」を基準として判定します。

年収目安（注）
（注）  両親・高校生・
中学生の４人家族で、
両親の一方が働いて
いる場合の目安。
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高等学校等就学支援金制度Ｑ＆Ａ

国立・私立高等学校（全日制、
定時制、通信制）、中等教育学校
の後期課程、特別支援学校の高
等部、高等専門学校の第3学年
まで、高等学校の課程に類する
課程を置く専修学校などが対象
です。
ただし、道府県民税・市町村民税
所得割額の合算額が507,000円
以上の場合には支給されません。

A
1 Ｑ 支給対象者は

どうなっていますか。
正規の生徒の授業料のみです。
入学金、施設設備費、修学旅行費、
生徒会費等授業料以外の学費は
対象になりません。

A
2 Ｑ 制度の対象は

授業料のみですか。

学校が、本人に代わって受け取
り、授業料に充てることになり
ます。生徒本人（保護者）が直接
受け取るものではありません。
なお、学校の授業料と就学支援
金の差額については、生徒本人
（保護者）が負担する必要があり
ます。

A
3 Ｑ 就学支援金は

誰が受け取るのですか。

年齢による制限はありません。A
5 Ｑ 年齢制限はありますか。

入学時に学校から配布される申
請書と市町村の窓口で発行され
る課税証明書が必要です。

A
7 Ｑ 必要な手続きは

ありますか。

学校に在籍する生徒は世帯の
所得に対する道府県民税・市
町村民税所得割額の合算額が
507,000円以上の場合には支給
されません。

A
4 Ｑ 所得による制限は

ありますか。

高等学校等を既に卒業したこと
がある生徒や修業年限を超えて
在学している生徒は支給の対象
となりません。

A

6 Ｑ 対象となる学校に在学
している場合、誰でも
支給を受けることがで
きますか。

令和２年度入学者の

国からの就学支援金について
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国・県およびその他の奨学金制度等

国の教育ローン（現行）
国の教育資金を必要とする人向けの教育貸付です。次の３種類があります。
●年金教育貸付　独立行政法人福祉医療機構、各都道府県の年金福祉協会で取り扱う制度です。
●教育一般貸付　日本政策金融公庫の各支店（全国152店舗）や最寄りの金融機関で取り扱う制度です。
●郵貯教育貸付　全国のゆうちょ銀行または郵便局（簡易郵便局を除く）で取り扱う制度です。
１　年金教育貸付
＜利用できる方＞　国民年金や厚生年金の加入者で 10年以上の加入期間のある人
＜融　資　額＞　国民年金加入者生徒一人につき 50万円まで
　　　　　　　　厚生年金加入者生徒一人につき 100万円まで

　経済的な理由により、修学が困難な生徒に対し、国・県及びその他の団体等から様々な
支援が行われています。返済が必要な貸与と、返済が不要な給付がありますし、貸与に
おいては無利子のものと、有利子のものがあります。代表的なものを紹介します。

私立高校生奨学事業（現行）
　公益財団法人山口県ひとづくり財団奨学センターにおいて、将来、社会に貢献し得る人材の育成を
目的として、向学心に富み有能な素質をもっているが、経済的な理由により修学が困難な生徒に対し、
奨学金の貸与を行っています。

＜奨学生出願の資格＞
１　保護者が山口県内に住所を有しており、高等学校に在学している人。
２　向学心に富み有能な素質を有し、経済的な理由により修学が困難と認められる人。
３　(独 ) 日本学生支援機構やその他の団体の貸与型の奨学生でない人。

＜貸与月額・募集期間・貸与期間等＞ 私立高校のみ掲載

区　分 貸与月額 募集期間 貸与期間 参考

私
立
高
等
学
校

一　般
一　　般 30,000

入学した学校
にお問い合わ
せくだい。

正規の
修業期間

（４月分から貸与）

月平均の返済
の目安額は貸
与月額の 1/3
以上の額。

寮・下宿 35,000

離　島
一　　般 36,000

寮・下宿 41,000

遠距離①：１ヶ月の通学定期券が１万円を超える場合 35,000

遠距離②：１ヶ月の通学定期券が２万円を超える場合 41,000

※貸与を希望する場合、詳細を入学した学校にご相談してください。
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国・県およびその他の奨学金制度等

その他の制度

＜使いみち等＞　日本政策金融公庫の扱う教育一般貸付と同じです。
　　※ 詳しくは独立行政法人福祉医療機構、各県の年金福祉協会の窓口にお問い合わせ

ください。
２　教育一般貸付
＜融　資　額＞　生徒一人につき 350万円以内　有利子　ただし年収制限があります。
＜使 い み ち＞  学校納付金（入学金、授業料、施設設備費など）、受験にかかった費用（受験料、受

験時の交通費・宿泊費など）、住居にかかる費用（アパート、マンションの敷金・家
具など）、教科書代、教材費、パソコン購入費、通学費用、修学旅行費用など

　　※今後１年間に必要となる費用が融資対象。入学資金は、入学される月の翌月末までの取り扱いです。
＜返 済 期 間＞　15年以内（交通遺児家庭または母子家庭の方などは 18年以内）

　　※詳しくは日本政策金融金庫または最寄りの金融機関にご相談ください。
３　郵貯教育貸付
＜利用できる方＞　教育積立郵便貯金の預金者
＜融　資　額＞　生徒一人につき 200万円以内（ただし、教育積立郵便貯金の現在高の範囲内）
＜使いみち等＞　日本政策金融公庫の扱う教育一般貸付と同じです。

　　※ 詳しくはお近くのゆうちょ銀行または郵便局（簡易郵便局は除く）の窓口にお問い
合わせください。

○あしなが育英会　あしなが奨学金
＜利用できる人＞  保護者の方が病気や災害（道路上の交通事故を除く）または自死（自殺）などで死亡、

あるいは著しい後遺障害のため働けない。または家庭の生活事情が苦しく教育費に
困っている。

＜申 し 込 み＞　予約は中学校から、在学生は高校からあしなが育英会に郵送してください。詳しくは
学校にお尋ねください。

○公益財団法人　交通遺児育英会
＜応 募 資 格＞　保護者が道路上の交通事故で死亡あるいは後遺障害者となり、働けず経済的に困って

いる家庭の子女で、高等学校以上の学校に在籍している生徒・学生。詳しくは当会に
お問い合わせください。

私立高校生等奨学給付金（現行）
　山口県ではすべての意思ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽
減するため、低所得世帯の生徒に対して奨学のための給付金が支給されます。
＜支 給 要 件＞　住民税非課税世帯の生徒
＜対象となる学校＞　私立高等学校全日制・通信制等
＜支　給　額＞　生活保護世帯　52,600 円・・・・修学旅行費相当額
　　　　　　　　生活保護世帯以外・・・・・・・・教科書費等、詳しくは学校に相談してください。

　　※通信制については入学した学校にお問い合わせください。
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各校独自の奨学生制度・特待生制度紹介
学校名 条件等

高水高校

高水学園　奨学制度
＊�学業・人物に秀で、他の模範となりうる資質を有する者やスポーツ・文化活動に特性を有する者についての制度
です。
＊入学手続き時納入金と毎月の授業料を対象としています。
　（条件・給付金額等は募集要項でご確認ください）

柳井学園
高 校

特待生制度
　成績・スポーツ・人物において優れている生徒
　入学時納入金と毎月の授業料を対象にしています。
　※詳細は学校案内（募集要項）をご覧ください。

聖光高校

学校法人櫨蔭学園奨学制度
　資格　学習奨学生　　　学習成績優秀で、率先して学習に励むと期待できる生徒
　　　　　　　　　　　　Ｓ奨学生　Ａ奨学生
　　　　体育文化奨学生　部活動に所属し、技能優秀で各種大会等での活躍が期待できる生徒
　　　　　　　　　　　　３Ｓ奨学生　２Ｓ奨学生　Ｓ奨学生　Ａ奨学生

詳細は、募集要項をご覧ください。

山 口 県
桜 ケ 丘
高 校

◇桜ケ丘奨学生…入学金・学費を支給
　①中学校の学業成績優秀者（５教科の評定平均値）（特別推薦）
　②文化・体育活動等実績が顕著な者で、他の生徒の模範となる者（特別推薦）
　③一次入試成績上位者
◇スカラシップ制度…学費（入学金を除く）を支給
◇兄弟支援金制度
※詳細は学校案内・入試要項でご確認ください。

誠英高校

特 待 生 制 度
　学習活動・文化活動・スポーツ活動・それぞれの分野において有能な素質ある心身ともに健康な生徒
スカラシップ制度
　本校に入学後、学習活動・文化活動・スポーツ活動に関してきわめて優秀な実績を挙げた生徒
詳しくは本校ホームページ�（www.seiei.ac.jp）�でご確認ください。

高川学園
高 校

○特待生
　・学 業 特 待 生　授業料特待（種別により異なる）
　・特別活動特待生　授業料特待（種別により異なる）
※詳細は募集要項で、ご確認ください。

中村女子
高 校

○特待生制度
　・体育・文化特待生　体育・文化の分野で特に優れた技能を有する者
　・学習・活力創出特待生　他の生徒の模範となり各科でリーダーになる者
○姉妹就学支援制度　姉妹で本校に就学している者
※優遇措置等の内容については、生徒募集要項でご確認ください。

野田学園
高 校

○特待生制度
　・入学金全額免除
　・授業料特待（種別により異なる）
　・さらに特待生のうち若干名に対し、返還不要の奨学金を支給する制度があります。
　　（※詳細は生徒募集要項でご確認ください。）

山 口 県
鴻 城
高 校

△特別奨学生
　�・推薦入試：各種活動 (学習�体育�文化 ) にて顕著な実績を有する者へ、選考の上、奨学金を支給
　　※中学校3ヵ年の5教科評定合計が、一定以上必要
　・一期入試：各科受験生のうち成績優秀者へ、選考の上、奨学金を支給
△鴻城義塾教育後援会奨学資金
　�学業、人物ともに優秀かつ健康であって、学資の支弁が困難と認められる者に、選考の上、月額・授業料の全額
または一部を、奨学金として支給
　※詳細は募集要項で、ご確認ください

宇部鴻城
高 校

①部活動奨学生　②学力・人物奨学生　③特進奨学生
いずれも入学金・授業料の３ヵ年相当額（またはその半額）が免除されます。①および②については、中学校長
の推薦書が必要です。②および③については、中学校での５教科の３ヵ年の評定合計が一定以上必要となります。
鴻城義塾教育後援会奨学資金
学業、人物ともに優秀かつ健康であって、学資の支弁が困難と認められる者に、選考の上、月額・授業料の全額ま
たは一部を、奨学金として支給
※詳細は募集要項で、ご確認ください
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学 校 名 条件等

慶進高校

募集定員…各コース若干名、資格…奨学生を希望する者、選抜…入学試験によります
（選抜基準）
（１）人物および学力、特技が優れるなど出身中学校長の推薦のある者。（推薦入学試験受験者）
（２）人物および入学試験の成績が優れるなど相当の事由のある者。（一般入学試験受験者）

成進高校

【宇部学園（成進高等学校）奨学生】・一般奨学生　令和３年３月　中学校卒業見込みで、学業成績・人物ともに優良であり、在学する中学校長の推薦がある者。　・サッカー
奨学生　令和３年３月　中学校卒業見込みで、志望学科に対する適正および興味・関心があり、中学校時にサッカーの部活動又はクラブチームに所属し、在学する中学校長
の推薦のある者。入学後、３年間サッカー部に所属し、文武両道に励み、本校生徒として他の見本となる者。但し、本校オープンキャンパスのサッカー講座に参加すること。
【通学費補助特別奨学金】路線バスや JR 交通費において毎月の定期代が 6,000 円を超えた場合、その差額を最大 10,000 円まで支給します。（スクールバス利用者は対象
外です。）
【兄姉特別奨学金】入学時に兄や姉が在籍している場合、入学金の半額を支給します。

宇部フロ
ンティア
大学付属
香川高校

［推薦奨学生］
　推薦入学試験（奨学生推薦）の入学試験結果が特に優れた者の中から、若干名を奨学生として採用します。

［教育奨学生］
　人物・学業ともに優れた在校生の中から、若干名を教育奨学生として採用します。

サビエル
高 校

・サビエル奨学生制度…経済的理由による奨学制度。
・特 待 生 制 度…成績優秀者を全額、半額の特待生として採用。（特待生試験、および調査書による）
・英 語 特 待 生 制 度…本校主催短期海外研修費用を補助。（資格、および入試成績による）
・寮 費 減 免 制 度…姉妹での入寮、経済的理由による減免制度。
※詳細は入学試験案内でご確認ください。

下関国際
高 校

特 別 奨 学 制 度：学習・スポーツ活動で優秀な人及び経済的理由による者
兄 姉 減 免 制 度：弟または妹が同時に在籍している者
一 般 奨 学 制 度：推薦入学試験に合格した者

梅光学院
高 校 グローバル奨学金：入学前までに英検準２級を取得している者全員に奨学金として年額 12万円を与える。

早鞆高校
早鞆高等学校 奨学金制度
学業、スポーツ、文化活動等で特に優秀な能力や資質を有し、人物的にも優れた生徒を奨学生として、早鞆高等
学校奨学金を支給する制度です。

下関短期
大学付属
高 校

１�学業成績・人物ともに優良な者（入学時納付金全額、授業料全額支給）
２�スポーツ技能優秀・人物優良な者（入学時納付金全額、授業料全額または半額支給）
３�兄または姉が同時に在籍する者（入学金全額支給、授業料半額支給）
４�本校卒業生の子女が専願入試で入学した場合（入学金全額支給）
※令和元年度

長門高校
　本校専願の生徒で、特技をもつ生徒、及び、学習成績が優秀な生徒で、それを伸ばす意欲を持ち、生活行動が
優れており、他の生徒の範となりうる生徒で、中学校長が特別に推薦される生徒については、事前協議のうえ、
授業料相当額の支給等の恩典を受けることができます。

萩 光 塩
学 院
高 校

■光　塩　奨　学　制　度　A. 特別奨学生　B. 文化・スポーツ奨学生　
　　　　　　　　　　　　　C. ファミリー奨学生（B、Cは推薦入学生のみ）
■萩光塩学院同窓会奨学生　成績・人物ともに優秀な生徒に給付します。
■交 通 費 支 援 制 度　高額な交通費がかかる場合は交通費支援制度を受けることができます。

各校独自の奨学生制度・特待生制度紹介
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多彩な学校行事
各学校の様々な行事を見てみよう

参加自由の行事には積極的に行ってみよう

各校の代表的な学校行事を紹介しています。中学校では経験していないユニークな行事もあると思い
ます。入学したら参加することになる各種行事に夢を膨らませてください。

　各学校の学校行事には一般公開されるものと、非公開のものがあります。行ってみたいと思った
行事には直接学校に電話して、聞いてください。見ると聞くとでは大違い、新しい発見があるかも
しれません。百聞は一見に如かずといわれます。
　ぜひ果敢にチャレンジを !!

柳井学園

山口県
桜ケ丘聖　光

高　水

� 4月� 新入生親睦遠足（普通科）
� 6月� 生徒総会
� 7月� クラスマッチ
� 8月� 夏期講座
� � 勉強合宿（普通科特進2・3年）
� � 姉妹校訪問
� 9月� 運動会・楽学祭
� � 姉妹校交流
�10月� 修学旅行（六年制）
�11月� インターンシップ（普通科2年）
� � 中学時代の恩師との交流会（普通科1年）
�12月� クラスマッチ
� � ウィンタースクール（六年制2年）
� 2月� 修学旅行（普通科）
� � 中六合同発表会（六年制）

� 4月� 集団宿泊訓練
� 5月� 母の日礼拝
� 6月� 花の日礼拝
� 7月� 野球応援
� 8月� 第1回オープンスクール
� 9月� 陸上記録会
�10月� 愛校祭（文化祭）
� � 創立記念礼拝
�11月� 第2回オープンスクール
� � 収穫感謝礼拝
� � 修学旅行
�12月� クリスマス礼拝
� 2月� 校内マラソン大会

� 4月� 集団宿泊研修（１年）、遠足
� 6月� クラスマッチ、生徒総会
� 7月� 清掃ボランティア、野球応援
� 8月� オープンスクール
� 9月� スピーチコンテスト
�10月� 体育祭
� � オープンスクール
�11月� 学園祭
� � オープンスクール
� � インターンシップ
� � 戴帽式（衛生看護科２年）
� � 校内マラソン大会
�12月� 体験学習
� 3月� 修学旅行（２年）
� � スポーツフェスティバル（１年）

� 4月� 集団宿泊・創立記念日（27日）
� 7月� 進路ガイダンス
� � 野球応援（1年）
� � 勉強合宿（特進コース）
� 8月� オーストラリア研修（希望者）
� � ※コロナの関係で令和２年度は中止
� � オープンスクール
� 9月� 晃英祭・体育祭
� � 学園祭・スピーチコンテスト
�10月� オープンスクール
�11月� 文化講演会・販売実習
�12月� 耐寒遠足・進路ガイダンス
　2月� 修学旅行（長野・東京）
� 3月� クラスマッチ・勉強会
� � 進路ガイダンス

Challenge ＆ Enjoy!充実した３年間  行事満載！

充実した学校行事
県下１番！

OnlyOneが咲く桜ケ丘
様々 な学校行事
主人公はキミだ！

成功体験を積み重ねて、成長しよう！

高水で過ごした毎日が
心の根っこになる！
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 4月 登山研修（霜降山）
 5月 1年生小旅行
 6月 体育大会
 7月 野球応援・クラスマッチ（3年）
 11月 文化祭
 12月 修学旅行・クラスマッチ（1年）
 2月 予餞会
 3月 クラスマッチ（２年）

野田学園中村女子

山口県
鴻　城

誠　英 高川学園

その笑顔を未来へ
つなげていきたい

頑張れば感動！

みんなで創り上げる
NODA!!

主役は生徒、
あなたです。

経験は宝
自信が未来の視野をひろげる

スクールライフを
楽しもう！ “高川魂”を込めて

創りあげよう！

宇部鴻城 素晴らしい仲間と創る
スクールライフ！

最高の仲間との思い出

 4月 入学式・対面式
 6月 青桐祭
 7月 クラスマッチ
  （進学コース）
 9月 海外語学研修
  （G・Iコース）

 10月 体育大会
 11月 修学旅行
  （進学コース・特別進学コース）
 12月 クリーンボランティア
 2月 清掃奉仕作業

 5月 生徒総会
 6月 誠英祭
  進路ガイダンス
 7月 クラスマッチ
  オープンキャンパス　第1回
 8月 オープンキャンパス　第2回
  インターンシップ
 9月 運動会
 12月 生徒会役員選挙
 2月 修学旅行（2年生）

1学期
　調理科戴帽式
　クラスマッチ
　修学旅行
　合唱コンクール（１年生）

3学期
　介護福祉士国家試験
　ファッションデザインコース
　　　　　　 卒業制作発表会
　吹奏楽部定期演奏会

2学期
　むらさき祭（文化祭）
　商業科販売実習
　看護科戴帽式
　調理科修了発表会

 5月 遠足
 6月 学園祭
 7月 夏期講習
 8月 オープンキャンパス
 10月 体育大会
 2月 修学旅行
 3月 校外清掃活動

 4月 新入生オリエンテーション
 5月 萩往還ウォーク、芸術鑑賞会
 7月 クラスマッチ、野球応援
 9月 体育祭（山口きららドーム）
 10月 星翔祭（文化祭）
 12月 マラソン大会、修学旅行
 2月 予餞会
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１学期
　 入学礼拝、Wake-Up全員留学、音楽科定期演奏会、体育祭など
２学期
　 梅光（文化）祭、合唱祭、イングリッ
シュキャンプ、クリスマスツリー点
灯式、クリスマス礼拝、研修（就学）
旅行など

３学期
　 英語プレゼンテーションコンテス
ト、卒業礼拝、ニュージーランド語
学研修、オーストラリア語学研修、
ディズニーワールド語学・文化研
修、オーストリア研修（隔年）など

 4月 １年生オリエンテーションキャンプ
 5月 生徒総会
 6月 サビエル祭
  姉妹校交流
  （韓国聖母女子高校来校）
 8月 短期語学研修（アメリカ）
 9月 ２年生修学旅行
  スポーツフェスティバル
 11月 修養会
  （一つのテーマについて全員が考える活動）
 12月 クリスマスの集い
  姉妹校交流（韓国聖母女子高校訪問）
 2月 駅伝大会
  卒業生を送る会
 3月 進路行事（出前授業）

梅光学院下関国際 梅光独自の
イベント多数

いっしょに笑うと
いっぱい楽しい！

慶　進 生徒自身が
創る行事 成　進

３年間の大切なあなただけの１ページ

生徒が主役！

笑顔になる
行事が豊富！

宇　部
フロンティア
大学付属香川

サビエル令和元年度
香川の主な行事 主役は君だ！！

 4月 対面式、学習オリエンテーション
  WELCOM PARTY
 5月 萩行路（グローバルコース）
  テイクフォーツ（アドバンスコース）
  英語スピーチコンテスト
 6月 慶進祭（学園祭）
 7月 クラスマッチ
 9月 実力強化合宿
  体育祭
 11月 進学ガイダンス
 12月 修学旅行（2年生）
 3月 卒業生との交流会
  テーマ発表会
  G-EKIDEN（グローバルコース）

 4月 集団宿泊研修（専門科）
  親睦バス旅行（専門科）
 7月 クラスマッチ（普通科）
 8月 難関大見学（普通科）
 9月 文化祭
  キャンパスリサーチ
  （山口大学・山口東京理科大学・山口県立大学）
 10月 修学旅行（2年生）
 11月 クラスマッチ
 2月 課題研究発表会（専門科）
 3月 卒業生と語る会（普通科）

 6月 創立記念行事
 7月 クラスマッチ
  野球応援
 8月 第１回オープンスクール
 9月 PTA就職模擬面接
  集団宿泊（１年生）
 10月 スポーツフェスティバル
  （体育記録会）
  第２回オープンスクール
 11月 下高祭（文化祭）
 12月 修学旅行（２年生）
  クラスマッチ
 2月 進路説明会（２年生）
 3月 クラスマッチ

 5月 新入生交流遠足
 6月 スポーツフェスタ
 ７月 インターンシップ
 9月 修学旅行、成進Field Trip
 11月 成進祭（2日間）
 2月 スキー・スノボ教室
  美祢ジオパーク講座（６月、10月、２月）
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 4月 入学式・新入生対面式
  集団宿泊研修
  （1年生・秋吉台や徳地など）
 7月 クラスマッチ
 8月 部活動体験・見学会
 9月 体育大会
 10月 オープンスクール 
 11月 文化祭（緑風祭）
  修学旅行
 12月 生徒会選挙
  クラスマッチ
 3月 クラスマッチ

■１学期
　入学式　新入生オリエンテーション　体力テスト
■２学期
 体育祭　文化祭　２年修学旅行　開校記念日　バザー
 キャロルコンクール　クリスマス祝
■３学期
 光塩百人一首カルタ大会　台湾留学生交流会
 コース・文化部発表会　卒業式　弁論大会
※毎学期 校内進路ガイダンス　クラスマッチ　Cross-cultural Day

下関短期
大学付属

萩光塩
学　院

生徒による、生徒のための楽しい学校行事

生徒会中心の
充実した学校行事

多彩な行事があなたを
輝かせます!!長　門 一人ひとりが主役の

学校行事

早　鞆 高校生活の思い出を
つくる多彩な行事

県内の各私立高等学校では進学や就職の進路指導に力を入れています。
進学指導において目覚ましい実績を挙げている数多くの学校があります。
今春の令和２年度入試では、私学から難関国立大学、私立大学に多くの
合格者を輩出しています。主なものを挙げると、東京大学３、京都大
学２、大阪大学２、神戸大学４、九州大学８、岡山大学８、広島大学７、
山口大学61、山口県立大学30、市立山口東京理科大学33、早稲田大学
10、慶応大学１、上智大学７、東京理科大学４、明治大学12、青山学院

大学５、中央大学14、関西大学21、関西学院大学16、同志社大学18、
立命館大学40、福岡大学48などです。超難関といわれる国立大学の医、
歯、薬、獣医学部の合格者も多数います。全体を集計すると下表の通り
です。これ以外に、防衛大学校３など大学校や専門学校等へも多く進学
しています。
皆さんも私学に入学し、先輩の実績をさらに大きく伸ばしてみませんか。
私学では皆さんの夢と希望に向かって力強く後押しをしています。

Topics

修業年限 国立大学 公立大学・短期大学 私立大学・短期大学
６年（医、歯、薬、獣医学部）  17 （3）  9 （0）  45 （7）
４年（一般の大学・学部）  115 （22）  104 （7）  1,297 （133）
２or ３年（短期大学）  1 （０）  11 （０）  132 （2）

合　　計  133 （25）  124 （7）  1,475 （142）
（　　）過年度卒

祝 合格

 4月 集団宿泊研修（本館1年生）
  校外研修（菁菁館）
 6月 病院実習（衛生看護3年生）
 7月 学年別スポーツ大会（本館）
  芸術鑑賞、野球応援
  夏季学習合宿（菁菁館）
 8月  課外授業
  （進学グローアップ、衛生看護、菁菁館）
  インターンシップ（本館2年生）
  保育園実習（衛生看護3年生）
 9月 吹奏楽部定期演奏会
 10月 体育記録会
  修学旅行（生活クリエイト、衛生看護）
 11月 早鞆祭、戴帽式（衛生看護2年生）

 12月 針供養（生活クリエイト）
  海外語学研修（菁菁館）
 1月 卒業制作展示（生活クリエイト3年生）
 2月  修学旅行（進学グローアップ、キャ

リア・アスリート、ビューティー、
自動車工学）

  山口県准看護師試験（衛生看護3年生）
   美容師・理容師国家試験（実技）

（ビューティー 3年生）
 3月 卒業式
   美容師・理容師国家試験（筆記）

（ビューティー 3年生）
   自動車整備技能登録試験（自動車工

学3年生）

 4月 宿泊研修（１年）
 5月 新入生歓迎遠足
 6月 生徒総会
 7月 生徒会行事（クラスマッチ）
 10月 桜山祭
 11月 修学旅行（グアム）
 2月 ふく鍋会
  生徒会行事（ボウリング大会）
※ 桜山祭は生徒会による企画運営、
ふく鍋では全生徒の地域の清掃
活動後近隣の方を招いてふく鍋
会を開きます。毎年マスコミに
も取り上げられています。
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思い出深い修学旅行
新しい発見が期待できる修学旅行

修学旅行の魅力（手記）

　夢と期待が広がる修学旅行、学校行事の中で大きなEPOCとなっている各校の修学旅行を紹介します。
　「平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、集団生活の在り
方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活動を行うこと」と学習指導
要領に示されていることから、計画に当たっては各校で創意工夫を凝らし、魅力的な修学旅行を計画
しています。従来の物見遊山の巡回型修学旅行から、様々な体験や研修を織り込んだ体験型修学旅行
や研修型修学旅行が多くなっています。
　また私学では国際感覚を身につけさせることも目的として、海外修学旅行を実施している学校も
多くあります。

柳井学園高　水

■普　通　科� ２月18日（火）～２月21日（金）
　　　　　　　　東京都内研修・ディズニーリゾート
■六年制普通科� 10月19日（土）～ 10月25日（金）
　　　　　　　　オーストラリア（ケアンズ）研修
　　　　　　　　姉妹校訪問・世界遺産めぐり・異文化体験

毎年、３月上旬に実施しています。
東京都内研修、ディズニーリゾート

 友情深め、仲間と
一緒に、感動体験

思い
出

（海
外旅
行） 思い

出
（国
内旅
行）

長門高等学校
「東京で見つけた新たな自分」

　東京スカイツリーから東京を一望し、大都会に圧倒されました。自
主研修では、班ごとにミッションをこなし、マスコミの取材を受け、言葉で伝
えることの大切さを実感しました。劇団四季のミュージカル「ライオン・キン
グ」を生で観て感激しました。東京ディズニーシーの夢の国でのひと時は、
いつまでも心の中に残ることでしょう。
　この修学旅行で、寝食を共にし、友人の意外な側面を見つけることがで
き、それと同時
に自分自身の
良さを見つけ
ることができま
した。大変有意
義な修学旅行
になりました。

 誠英高等学校
感動、感激の連続

 忘れられない３日間
　11人という少人数でシンガポールへ。初めての海外旅行に多くの生徒

は緊張の面持ちでしたが、入国審査を終えれば一安心の様子でした。植物
園やナイトサファリで他国
の自然と戯れ、生徒は大満
足。中国人街や、アラブ人
街など多民族国家ならで
はの文化にも触れること
ができました。また行きた
いと思うほど充実し、思い
出深い修学旅行になりま
した。

クラスメイトと
過ごす３泊４日

生 涯 語 り 合 え る 思 い 出 の 旅
58
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聖　光

誠　英

中村女子

高川学園

野田学園

高校生活最大の
思い出づくり

おみやげは
たくさんの笑顔！

17歳の冬を
優雅に満喫

体験し、思い出を作る
NODA

五感で感じる北の大地で
高校生活最高の思い出作り！

大自然を感じ、文化を学び、自分力を磨こう東京・ディズニーリゾートを満喫

山口県
桜ケ丘

あふれる！　
　　感動体験！　

令和元年11月26日〜 29日（３泊４日）
東京・ディズニーリゾート

７月に修学旅行
東京（お台場、原宿、渋谷、
ディズニーリゾートなど）

２月
北海道(スキー・スノーボード研修、札幌観光など)

進学コース・特別進学コース　修学旅行
　11月13日〜 16日 関東・北海道・沖縄
　11月11日〜 16日 オーストラリア
G・Iコース　語学研修
　９月９日〜 23日 アメリカ・ポートランド

２月 長野（スキー・スノボー研修、市内観光）・
 東京（ディズニーリゾート）方面

世界広がる４日間、
思い出あふれる最高の旅

令和２年２月18日（火）〜２月21日（金）
関東コース
　浅草、東京スカイツリー、東京ディズニーリゾート　など
北海道コース
　スキー・スノーボード体験、小樽観光
シンガポールコース
　マーライオン公園、ナイトサファリ　など

私
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【普通科】
・ハワイ 平和教育・ホームステイを通して異国の文化に触れる
・沖　縄　平和教育・沖縄の文化や自然に触れる
【専門科】
・関東方面

劇団四季・東京スカイツリー・国会議事堂・東京ディズニーランド・浅草
　科別研修 〈生活デザイン〉…文化服装学院
　　　　　 〈食物調理科〉…豊洲・築地エリア見学
　　　　　 〈保　育　科〉…東京おもちゃ美術館

行き先：関東方面
日本の首都、東京でしか体験
できない楽しく充実した旅行
となりました。横浜中華街で
の食事や古都鎌倉散策、東京
都内自主研修、浅草やスカイ
ツリーの見学など、充実した
４日間でした。また、クリ
スマス前の東京ディズニーリ
ゾートでは最高の思い出を作
ることができました。

山口県
鴻　城

慶　進

宇　部
フロンティア
大学付属香川

サビエル

成　進

宇部鴻城観光エリアも視点を
変えて学びの時間

仲間との
かけがえのない思い出

いつまでも思い出に
残る修学旅行 その体験は

一生の宝物！

仲間と普段できない
経験を！

思い出を綴る
修学旅行

楽しい思い出作り

2月17日〜 20日（３泊４日）  東京

オーストラリア方面・
関東方面の 2 コースから
選択ができます。

１日目：浅草寺→東京ドームシティ→東京スカイツリー
２日目：原宿・渋谷→ルミネtheよしもと
３日目：東京ディズニーリゾート
４日目：カップヌードルミュージアム→横浜中華街

９月４日からの３泊４日の旅！　行き先は東京方面でした。
横浜観光、東京都内研修など多くの体験をしました。修学
旅行で行くディズニーリゾートは特別な思い出となりました。
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東京ディズニーリゾート！（オフィシャルホテル宿泊）スカイ
ツリーに浅草寺、夜は屋形船に乗って夕食を！横浜・中華街
ベイエリアを満喫できる欲張りな３泊４日!!

海外研修：フィリピン（マニラ）…全員
　　　　　 希望者のみ（ニュージーランド、オーストラリア、

オーストリア、ディズニーワールド、（ＮＡＳＡも））
　　　　　 研修旅行（韓国）

梅光学院

下関短期
大学付属早　鞆

萩光塩
学　院長　門

下関国際 海外研修＆研修旅行

グアム修学旅行科・コースによって
多彩な修学旅行

思い出に残る
４泊５日!!地元を離れて 

新しい発見を!!

東京・横浜
両方行っちゃえ!!

修学旅行の行先で科・コースの選択もあり？

生徒の自立を助ける充実した日程です！ 現地の高校生との交流が１番楽しい！

感動、発見、最高の思い出

好きなだけ海外に行こう！
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・韓国修学旅行
　10月【３泊４日】
　生活クリエイト科・衛生看護科
・オーストラリア語学研修
　12月【８泊10日】
　菁菁館第Ⅰ類・菁菁館第Ⅱ類
・北海道修学旅行
　２月【４泊５日】
　進学グローアップコース
　キャリア・アスリートコース
　ビューティーコース
　自動車工学科

期　日：令和２年11月24日〜 27日
　　　　南の島、グアムでの交流体験学習
普通科：英語・グアム文化体験
　　　　保育コース：幼稚園交流体験
調理科：チャモロ料理体験

２年生で実施する修学旅行、令和元年度の行き先は「東京方
面」でした。劇団四季のミュージカルや東京ディズニーリ
ゾートでの宿泊は好評です。行き先は毎年のアンケートで
決まります。過去には海外にも行きました！

2019年 グアム、沖縄
2020年 グアム、マレーシア・シンガポール、沖縄　予定

グアム、マレーシア・
シンガポール、沖縄の
３コースから選択でき
ます 私

学
マ
ッ
プ
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高等学校名
オ ー プ ン ス ク ー ル

体育祭 文化祭
夏休み前 夏休み 夏休み後

高 水 ８月21日（金）
８月22日（土） 11月３日（火・祝） ９月５日（土） ９月18日（金）〜

　　19日（土）

柳 井 学 園 ８月７日（金）
８月８日（土）

10月３日（土）
11月３日（火・祝） 10月11日（日） 11月12日（木）〜

　　 13日（金）

聖 光
８月９日（日）または10日（月・祝）
※「ヨット講座」８月10日のみ
※「野球講座」「サッカー講座」
　８月11日（火）

11月３日（火・祝） 中止 10月17日（土）〜
　　 18日（日）

山 口 県 桜 ケ 丘
８月29日（土）
８月30日（日）
※予定

10月17日（土） 10月２日（金） ９月25日（金）〜
　　26日（土）

誠 英 未定 未定 未定 中止

高 川 学 園 ９月中旬に延期 10月９日（金）
（予定） 延期

中 村 女 子 ８月22日（土）
８月29日（土）

11月３日（火・祝日）
保護者対象入試説明会
10月18日（日）・11月３日（火・祝日）

スポーツフェスティ
バル12月実施予定 ９月５日（土）

野 田 学 園 オープンスクール
８月21日（金）・22日（土）

G・Iコース説明会
10月10日（土）
入試説明会　11月７日（土）

10月19日（月）〜
　　 20日（火） 中止

山 口 県 鴻 城 8月21日（金） 9月19日（土）
10月17日（土） 中止 中止

宇 部 鴻 城 中止 ８月29日（土） 11月７日（土） 10月16日（金） 10月30日（金）〜
　　 31日（土）

慶 進 ８月６日（木）
８月７日（金）

10月３日（土）
10月24日（土） ９月24日（木） ６月12日（金）〜

　　14日（日）

成 進 ８月９日（日） ９月19日（土）
10月18日（日）

スポーツフェスティバル
実施予定

11月12日（木）〜
　　 13日（金）

宇部フロンティア
大 学 付 属 香 川

８月２日（日）
８月３日（月）

10月10日（土）
保護者対象入試説明会
10月31日（土）
授業体験会

クラスマッチ
10月

９月11日（金）〜
　　12日（土）

サ ビ エ ル
９月26日（土）
10月予定
11月７日（土）

スポーツフェスティバル
９月11日（金）

６月13日（土）
※延期予定

下 関 国 際 ８月20日（木） 10月24日（土） 10月16日（金） 11月３日（火）

梅 光 学 院 ７月５日（日）
７月12日（日）

８月２日(日)
８月22日(土)

（ANAエアライン体験講座）

９月19日(土)
10月17日(土)
11月７日(土)
11月28日(土)

６月24日（水） ９月25日（金）

早 鞆 中止 10月10日（土） 体育記録会
10月11日（日） 11月３日（火）

下関短期大学付属 ８月８日（土）
※内容検討中 10月24日（土） 10月10日（土）

長 門 新校舎建設のため
今年度は中止 10月11日（日） ９月５日（土） 11月14日（土）

萩 光 塩 学 院 ８月７日（金） 11月10日（火） ９月６日（日） ９月26日（土）

オープンスクール等の期日一覧
　行って、見て、聞いて、研究しよう。自分の進路は自分で、自分らしく開拓しよう。

山口県私立中学高等学校協会　〒 753-0088　山口市中河原町 2-14　山口県私学会館内　電話 083-922-5256
URL http://www.yamaguchi-shigaku.or.jp/tyukou/ Mail  shigakuy@eos.ocn.ne.jp

発　行

※「中止」は新型コロナウイルスの感染防止等のため。その他も状況により変更となることがあります。


