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建学の精神
『水の如くなくてならない人になれ』

すべての命の源である水・・・

あらゆる生物にとって必要不可欠な水・・・

そして、自らの価値を存分に発揮している水・・・

『水の如くなくてならない人になれ』

これが私たちの建学の精神であり、また『如水館』という校名の由来です。

『水の如くなくてならない人になれ』とは、

「人は誰しも水のようにありふれた存在ではあるけれど、

その人にしか果たせない役割があり、

そのために自らの能力を充分に発揮し、『なくてならない人』になろう」という、

本学園の創立者である山中幸吉先生の熱いメッセージです。

人は、自らが幸福になるとともに、他の人をも幸せにするために生きなければなりません。

それが人生の目的であるはずです。

ともすれば、そのために必要とされる能力は特別な人にのみ備わり、

自分にはそんなことはできないと思い込んでしまいがちです。

しかし、それは錯覚です。人生の目的を叶えるための能力は多様な力によって構成されています。

『如水教育』では、

「能力とは人が定めた目標に対し、

それを叶えようとする力の総体である」と考えます。

他人よりも優れた個別の力の存在はあるにしても、

「様々な力の組み合わせ」を「能力」であると考えるならば、

自他を幸福に導く能力にそれほど大きな差はなく、

誰もが同じ位に持ち合わせていると考えることができます。

『水の如くなくてならない人になれ』は

揺るぎない教育理念であり、

『如水教育』に携わる私たちには、現在も変わることのない

この『如水』の遺伝子が存在しています。

安定と発展の２０世紀後半から変動の２１世紀に踏み込んだ今こそ、

私たちは日本のあるべき将来像を描き、

『如水館』ならではの教育を実践していかなければならないと考えています。

如水館のあゆみ

昭和15年

昭和41年

平成 ６年

平成 ９年

平成14年

平成18年

平成19年

平成22年

平成27年

広島県三原工業学校（機械科）創立

広島県緑ヶ丘女子商業高等学校開校

広島県三原工業高等学校、

広島県緑ヶ丘女子商業高等学校を統合

如水館高等学校開校

普通科に特進コース設置

如水館中学校を開校

高校普通科に特進Ｓコース（現在のＳ類）を設置

東京大学へ現役合格

東京大学へ２年連続現役合格

中学校を学習演習、英語国際、

舞台芸術、スポーツの４選択体制とする

高校をＳ・Ａ・Ｂの３類体制とする

中学校にＳ類ジュニア、ＡＢ類ジュニアを設置

如水館が大切にする4つの要素

物事を考える力の根底にあるもの知力
Intellect

自己責任において判断し行動する自立
Independence

社会の一員であるという意識共生
Symbiosis

礼節
Good manners

他人への敬意を態度であらわす

どの類からも5つの専攻が選べます

難関特進

S類

特進

A類

総合進学

B類

科 目 時 間 割

カリキュラムイメージ 月

SHR 8：45～9：05

共通履修科目 どの生徒も共通に学習する科目

共通履修科目共通履修科目

1校時 9：10～9：55

2校時 10：05～10：50

3校時 11：00～11：45

4校時 11：55～12：40

昼休憩 12：40～13：25

清　掃 13：25～13：40

5校時 13：40～14：25

6校時 14：35～15：20

7校時 15：30～16：15

火

専攻科目

専攻科目

水 木

専攻科目

専攻科目

金 土

専攻科目

専攻科目

専攻科目

専攻科目

学習専攻

留学専攻

クラブ専攻

舞台芸術専攻

機械システム専攻

週31単位

専 攻 科 目 火・木曜日は6・7校時及び土曜日は1～4校時
（土曜日は奇数週が授業日です）週6単位

如水館高等学校の教育システム

近年、特に希望の多い看護・医療系
（理学療法士、作業療法士、言語聴覚
士）、幼児教育系の進路希望者は「ふ
れあい看護体験」や「幼稚園インターン
シップ」が受講できます。それぞれの現
場を体験することでより目標が明確にな
ります。

看護師や保育士、医療系、幼児教育分野に進む生徒を徹底サポート！

教育・福祉、スポーツ、芸術、理工、医療
…etc.細かく分かれた専門分野の進路
ガイダンスが校内で実施され最新情報
が入手できます。また、各学期に大学・
短期大学・専門学校の学校案内配布
会があり、将来の夢を見つける資料が
いっぱいです。

最新情報が手に入る校内進路ガイダンス（年7回）

全校一斉面談週間が年５回あり、クラス
担任・副担任から進路実現に向けての的
確なアドバイスをもらえます。そして面談内
容は、校内ＷＥＢを使って生徒一人ひとり
の進路希望を全ての先生が「共有」して
いるので、多くの先生から進路実現のため
の具体的なアドバイスが受けられます。

進路実現のための面談週間（クラス担任・副担任2名でサポート／年５回）

如水館を選んだ生徒事例

今、
１番注目！

3つの類と 5つの専攻
オープンスクールに来て挨拶が素晴らしく学校の雰囲気にひかれました。自分にあったレベルで学べ、専攻科目
の「ビジュアルデザイン・イラスト講座」も魅力的です。（１年B類 益谷 朱加里さん 三原市立本郷中学校出身）

公立志望でしたが、勉強もクラブ活動も充実している如水館の学習専攻を選びました。放課後のクラブ（ソフトテニス部）が
勉強の気分転換になっています。自宅からも近く通学も便利です。（３年S類 中川 岳人くん 三原市立第二中学校出身）

短期留学しかできない学校がほとんどの中、如水館は１年間留学でき３年間で卒業できます。高校卒業後の
進路選択の幅も広がり魅力いっぱいです。（３年A類 中島 花佳さん 東広島市立豊栄中学校出身）

中学１年から２年の夏までアメリカで暮らしており、その時身につけた英語力を更に伸ばそうと長期留学できる高校を
希望したら、中学の先生が調べてくれて、高いレベルの大学にも進学できる如水館のS類留学専攻に決めました。ネ
イティブの先生の授業もアットホームな雰囲気で最高です。（１年S類 林 宥志くん 広島市立口田中学校出身）

歌ったり、演じたりすることが好きなのと、勉強も一番高いレベルで頑張りたいとS類で舞台芸術を専攻しました。
（３年S類 竹之内 怜奈さん 三原市立第一中学校出身）

高校卒業後は地元で就職したいと思い、１年から機械について詳しく学べる機械システムを選びました。資格取得にもチャ
レンジでき、今はガス溶接など５つの資格を取得しました。（３年機械システム 恵谷 光希くん 尾道市立美木中学校出身）

中学の先生の勧めもあって、就職に強い如水館の機械システム専攻に決めました。資格もたくさん取れ、クラブ
（バレーボール部）も充実していて楽しいです。（３年機械システム 高橋 祥太くん 尾道市立美木中学校出身）

中学校の時、如水館のフレッシュコンサートに出演して、すばらしい演奏レベルに感動し、進学を決めました。高いレベルで学
べるS類で勉強とクラブの両立ができるのも大きなポイントでした。（２年S類 赤谷 優太朗くん 三原市立第四中学校出身）
好きなサッカーにとことん打ち込める環境がある如水館のクラブ専攻を選びました。また指導いただく先生の
情熱にもひかれました。（３年A類 土釜 走太くん 三次市立塩町中学校出身）
チアリーディング部に入り全国大会入賞をめざそうとクラブ専攻を選びました。専攻の時間に得意のタンブリ
ング技術を更に伸ばせるので充実しています。（１年B類 吉野 真由香さん 広島市立亀山中学校出身）

「歌で世界を救う」ことを夢見てこの専攻を選びました。大学卒業後は、表現力を活かして貧しい国の人 を々救
う仕事に就きたいです。（３年B類 宇根 　美子さん 福山市立城北中学校出身）
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担任・副担任以外に、生徒一人ひとりの進
路目標に合わせて進路担当教員を一人ずつ
配置、高２の３学期より２週間単位で面談を
継続し徹底した進路指導を行います。また、
その面談内容を校内Webで全教職員で共
有化、担任・教科担当・クラブ顧問、全ての
先生が進路実現をサポートします。

国公立大学や

難関私立大学への

進学を目指します。

私が日々の生活で大切だと思うこと
は、時間を上手に使うことです。みなさ
んも1度、今すべきことは何か、無駄な
時間は無いかなどを、じっくり振り返っ
てみると良いと思います。

国 公 立 大 学

●東京大学
●京都大学
●東北大学
●名古屋大学
●大阪大学

●九州大学
●一橋大学
●神戸大学
●東京外国語大学

●筑波大学
●広島大学（医）
●島根大学（医）
●長崎大学（医）

私 立 大 学

●早稲田大学
●慶應義塾大学
●上智大学
●明治大学

●青山学院大学
●立教大学
●中央大学
●法政大学

●関西学院大学
●関西大学
●同志社大学
●立命館大学

その他医学部・薬学部、難関私大等多数

他多数

一人ひとりが高い目標に向かって助け
合いながら頑張れるのがＳ類のいいとこ
ろです。自分の力をＳ類で伸ばしていき
たいです。

在学生 難関特進S類創設以来の合格実績（抜粋）

如水館高校の難関特進Ｓ類は、この実績！

めざすもの、追い求めるもの、
それを手に入れる難関特進Ｓ類。
国公立大学・難関私大に挑むための
自主的に学ぶ姿勢・
崩れないモチベーション…！
すべてが進路実現への『S切符』です。

難関特進

S類

難関特進 S 類の特 徴

進 路 担 当 教 員の配 置

難関特進S類は「たてのつながり」を重視し
ます。4月の入学式前に行なわれる「春合
宿」には新２・３年生に加え、新入生が参加。
また「夏合宿」では卒業生がサポーターとし
て参加し、生徒が自主的に学ぶ合宿を支え
ます。

生徒がつくる合宿

1年次の10月、福岡で行われる大学研究＆
学問発見のための合同進学ガイダンス「夢
ナビライブ」に全員参加。参加大学150超と
いうガイダンスで、入試説明に加え大学の模
擬授業も受けることができ、早期からの受験
意識の向上に努めます。

夢ナビライブに全員参加

特進A類の希望者も参加できます

難 関 特 進 S 類 　 サクセスマップ

進 路目標

目標大学

1年S類
三原市立第五中学校出身
佐々木 捺美さん

放課後毎日残って勉強したので受か
りました。わからないところは先生が親
身になって教えてくださいました。授業
の質もとても良かったです。

大学生

推薦・アラカルトで

国公立・私立大学への

進学を目指します。

多くのクラブ生が集い、
さまざまに自分磨きを行うのが特進Ａ類。
磨いて得た輝きは、
志望校合格へと導く『Ａ切符』です。
３年次からは、受験型別クラス編成を
行い、進路実現を果たします。

特進

A類

特進 A 類の特 徴

同じ目標を持った生徒が
ひとつにまとまり夢の実現を目指します！

特進Ａ類３学年進級時受験型クラス編成

A類では、３学年進級時に

受験方法にそってクラス編成を行います。

国公立大学（アラカルト入試・ＡＯ・推薦）、また指定校枠のある上位私
大（関西・成城レベル）合格や公務員合格を目指します。

目標別クラス編成

●国公立大学
●早稲田大学
●慶應義塾大学
●上智大学
●東京理科大学

●学習院大学
●明治大学
●青山学院大学
●立教大学
●中央大学

●法政大学
●関西学院大学
●関西大学
●同志社大学
●立命館大学

やりたいことを実現させるために、色々な
事に取り組めるのが如水館の良いとこ
ろです。

国 公 立 大 学

●広島大学
●千葉大学
●滋賀大学

●高知大学
●県立広島大学
●岡山県立大学

●鳥取環境大学
●下関市立大学
●北九州市立大学

私 立 大 学

●慶應義塾大学
●早稲田大学
●明治大学
●立教大学
●成城大学
●東洋大学

●同志社大学
●関西大学
●立命館大学
●京都産業大学
●同志社女子大学
●武庫川女子大学

●甲南大学
●広島修道大学
●安田女子大学

他多数

他多数

如水館でたくさんのことを学びました。自
分が受験に挑戦するきっかけを先生方
が作って下さり第一志望に合格するこ
とができました。

在学生

留学専攻では、普段できない経験や新
しい出会いがいっぱいです。

在学生 特進A類創設以来の合格実績（抜粋）

如水館高校の特進A類は、この実績！

3年A類
尾道市立美木中学校出身
ＥＳＳ
古川 萌梨さん

同志社大学 経済学部１年
尾道市立栗原中学校出身
高校時代／陸上部
三原 育矢くん

3年A類
三原市立宮浦中学校出身
ダンス部
鴨木 美月さん

大学生

日本大学／東洋大学／専修大学／駒沢大学／神奈川大学
／成城大学／二松学舎大学 等

関東

京都産業大学／近畿大学／甲南大学／龍谷大学／大阪工
業大学／大阪経済大学／京都女子大学／同志社女子大学
／武庫川女子大学／神戸女学院大学 等

関西

広島国際大学／広島修道大学／広島工業大学／近畿大学
（工学部）／日本赤十字看護大学／福山大学／安田女子大学
／広島女学院大学／川崎医療福祉大学／福岡大学／西南
学院大学 等

中国・九州

●ＡОまたは推薦入試を利用して
　合格を決めたい生徒を中心にしたクラス

●ＡＯまたは推薦入試も視野に入れるが、
　あくまでも一般入試を軸に受験を考える
　生徒を中心にしたクラス

早稲田大学 商学部1年
三原市立第三中学校出身
野田 柚月さん
高校時代／吹奏楽部

［左］

早稲田大学 法学部１年
如水館中学校出身
三由 友城くん

［右］
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推薦での私立大学進学、

就職試験合格を

目指します。

福山市立城北中学校出身
１年 島村 颯くん

3年S類
山中 優くん
如水館中学校出身
生徒会執行部

同じ目標を持った生徒と互いに刺激しあい、志望校へ
の合格を目指すためにＳ類に変更しました。

クラブ活動はもちろん、
勉強に、資格取得に、やりたいことに
打ち込むのが総合進学B類。
大学や専門学校に進む者、
就職して社会で活躍する者・・・。
一人ひとりの夢を大切にし、
夢を叶える『B切符』を手に入れます。

総合進学

B類

総合進学 B 類の特 徴

全国大会出場が
目標です。

尾道市立高西中学校出身
２年 三上 舞さん

大学でも
ソフトテニスが
したいです。

尾道市立長江中学校出身
３年 上野 美月さん

部活と勉強を
両立

させたいです。

尾道市立御調中学校出身
３年 岡本 和真くん

一発で志望校に
合格できるよう
頑張りたいです。

学年が上がる際に類変更が可能です。

各類は入試成績をもとに編成されますが、
学年が上がる際に、模試成績等、
一定の条件をクリアすれば
類変更が可能です。
本人の「やる気」を重視し、
自分の挑戦したいフィールドで
自主的に学び自分を高める。
如水館のめざす生徒像がここにあります。

2年A類から3年Ｓ類に類変更A類 S類

2年S類
宇根 光聖くん
尾道市立
栗原中学校出身
サッカー部

自分は国公立大学への進学が目標なので、より高いレ
ベルでの勉強をしたいと思いＳ類へ変更しました。

1年A類から2年S類に類変更A類 S類

2年S類
野尻 あかりさん
尾道市立
高西中学校出身
吹奏楽部

吹奏楽部に所属しながら、充実した学校生活を送るこ
とができています。

1年A類から2年S類に類変更A類 S類

2年S類
上利 海仁くん
三原市立
第五中学校出身
ハンドボール部

文武両道を目標に時間の使い方を工夫して、自分らし
さを忘れずに高校生活を送ります。

1年A類から2年S類に類変更A類 S類

2年S類
狩野 里帆さん
尾道市立
栗原中学校出身
ソフトテニス部

より発展した学習を身に付けたいと思いＳ類に変更し
ました。

1年A類から2年S類に類変更A類 S類

2年A類
二宮 舜くん
尾道市立
美木中学校出身
ソフトテニス部

部活と勉強の両立ができるように規則正しい生活を心
がけています。

1年B類から2年A類に類変更B類 A類

2年A類
石川 幸生くん
三原市立
第一中学校出身
生徒会執行部

１年間Ｂ類で身に付けた基礎学力をより向上させたい
と思い類変更しました。

1年B類から2年A類に類変更B類 A類

2年A類
小林 周斗くん
如水館中学校出身
バスケットボール部

授業の内容やスピードが変わり、気を引き締めていこう
と思います。

1年B類から2年A類に類変更B類 A類

2年A類
村井 海くん
広島大学附属
三原中学校出身
生徒会執行部

類変更を目指して1年間頑張ってきました。これからも
頑張ります。

1年B類から2年A類に類変更B類 A類

2年A類
阿草 拓巳くん
広島大学附属
三原中学校出身

これからもしっかりと勉強して成績を落とさないように頑
張っていきたいです。

1年B類から2年A類に類変更B類 A類

2年A類
髙蓋 澪奈さん
福山市立
城南中学校出身
生徒会執行部

志望大学に合格するために類変更をしました。

1年B類から2年A類に類変更B類 A類

私は校内試験で勉強を頑張り、広島国
際大学看護学部看護学科の指定校を
頂くことができました。毎日の授業の積み
重ねは大切だと感じました。

国 公 立 大 学

●尾道市立大学 ●県立広島大学

私 立 大 学

●亜細亜大学
●駒澤大学
●関西大学
●京都産業大学

●広島修道大学
●広島国際大学（薬）（看護）
●福山平成大学（看護）
●吉備国際大学（作業療法）

専 門 学 校 ・そ の 他 進 路 先

●尾道医師会看護専門学校
●日本郵便中国支社
●公務員（自衛隊）

他多数

他多数
私は3年生になって受験をしようと決意し
6月に部活を引退して本格的に受験勉
強を始めました。勉強はしんどかったです
がこの努力は必ずこれからの人生で役に
立つはずです。

大学生

尊敬できる先生と巡り合うことができ、人
間的に成長しました。そういう場が如水
館高校にあります。

大学生 総合進学B類創設以来の合格実績（抜粋）

如水館高校の総合進学B類は、この実績！

駒澤大学 経済学部１年
竹原市立竹原中学校出身
岡田 浩輝くん
高校時代／剣道部

広島国際大学 看護学部１年
三原市立宮浦中学校出身
吉原 有美さん
高校時代／吹奏楽部

尾道市立大学 経済情報学部１年
尾道市立向島中学校出身
山本 将輝くん

大学生

進 路 目標

指定校枠やクラブ実績なども利用し、実力より上位の第一志望の私大
（短大、専門学校）、公務員合格を目指します。
また就職希望者は第一志望の企業への合格を勝ち取ります。

日本大学／専修大学／東洋大学／駒澤大学／神奈川大学
／二松学舎大学 等

関東

大阪経済大学／大阪工業大学／京都産業大学／近畿大学
／甲南大学／龍谷大学／京都女子大学／同志社女子大学
／武庫川女子大学

関西

広島国際大学／広島修道大学／広島工業大学／近畿大学
／日本赤十字看護大学／福山大学（薬学）／安田女子大学／
広島女学院大学

中国・九州
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先輩の声

学習専攻選択可能専攻科目〈一例〉

Voices

その他多数（平成29年度72講座開設）

国 公 立 大 学 海 外 大 学

●高知大学
●県立広島大学
●北九州市立大学

1年次1年次 2年次2年次 3年次3年次

4月 1月 4月 12月 4月 3月

Practical English
（少人数での英会話）

Practical English
（少人数での英会話）

●Ｓｉｍｏｎ Ｆｒａｓｅｒ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
　（カナダ）
●Macquarie University
　（オーストラリア）
●北京外国語大学（中国）

私 立 大 学

●桜美林大学
●神奈川大学
●実践女子大学
●東京国際大学

●日本大学
●名古屋外国語大学
●神戸学院大学
●神戸親和女子大学

●京都外国語大学
●関西外国語大学
●近畿大学
●摂南大学

●広島修道大学
●広島女学院大学
●立命館アジア太平洋大学

留学専攻の英検準１級合格者
27年度卒業
永田 としあきくん
尾道市立高西中学校出身
関西外国語大学 英語国際学部 入学

28年度卒業
大岡 潤平くん
竹原市立忠海中学校出身
北九州市立大学 外国語学部 入学

進級について

ニュージーランド現地でのサポート 現地で日本人スタッフが定期的にサポートします。

留学専攻専攻科目

現地高校での取得単位を
本校の単位として認定しますので、
3年間で卒業できます。

英語力を活かした国内・海外大学進学 高い英語力や英検・TOEIC・TOEFLなどの資格を活用して、
国公立大学・難関私立大学・海外の大学を目指します。

プログラム費用
約289万円
※渡航費含む
※1NZドル＝78円で換算 ※昨年度実績

如水館奨学金制度

授業料36,000円×留学期間月数

授業料の納入を確認後、下記相当額を奨学金として支給する制度です。

留　学

姉妹校
● リンカンハイスクール
● パパヌイハイスクール
● リカトンハイスクール

● ランギオラハイスクール
● バーンサイドハイスクール
● カイアポイハイスクール

■ 留学前と留学後の
　TOEICスコアの伸長例

基礎固めから受験対策まで。

多様な専攻科目で夢を叶える！

週6単位の専攻科目の時間では、様々な講座の中から
自由に受講科目を選択できます。通常授業とは違った
雰囲気の中で、自分の夢を実現するために、自分に適し
た専攻科目を選択してください。

学習専攻は、自分のレベ
ルや興味に基づいて科
目を選択できるのがいい
です。

１年Ｓ類
武田 陽平くん
三原市立第四中学校出身
囲碁将棋部

自分の伸ばしたい科目を
選択でき、受験に必要な
勉強に集中して取り組め
ます。

２年Ｓ類
上岡 遼太くん
三原市立宮浦中学校出身

専攻科目は自分の苦手科目
の克服に役立っています。
専攻を利用して学力の向上
を目指して頑張っています。

３年Ｓ類
藤川 未有さん
世羅町立世羅中学校出身
インターアクトクラブ・ＥＳＳ

学習専攻
国際的視野を身につけ、

英語を武器に自分の進路を切り拓く！

週6単位の専攻科目の時間では、ネイティブの先生による授業を受
け、さらに、高い語学力を身につけるため1年間ニュージーランドの
姉妹校に留学します。帰国後は高い英語力や英検・TOEIC・TOEFL
などの資格を活用して、難関大学・海外の大学進学を目指します。

留学専攻

センター試験対策講座
理科等は［物理］［化学］［生物］と

各科目に分かれており
自分に必要な受験科目の強化ができます。

小論文講座

基礎数学Ι 高校国語基礎から発展

私大標準講座 ビジュアルデザイン・イラスト講座

わくわくクッキング講座 理科実験

English Communication PC講座

体験日本史講座 進路探求講座

数学検定講座（準2級・3級） 英語検定講座（2級・準2級・3級）

日本語検定講座

大学入試で80％を超える大学が採用している
小論文の対策（人文・社会科学系）（医療・看護系）などの

専門的な講座を設定しています。

他多数

主 な 合 格 大 学

TOEICスコア
英検換算
英検1級

TOEICスコア
（平均）

816
英検準1級 732
英検2級 517

英検準2級 392

900
800
700
600
500
400
300

留学前 留学後 3年次10月
生徒C
生徒B
生徒A

［左］稲田 慎也先生（国語） ［中］倉本 隆司先生（英語） ［右］中岡 信也先生（数学）
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国 公 立 大 学 私 立 大 学

３年Ｂ類
堀江 重亦くん
広島市立大州中学校出身

３年Ｂ類
福嶋 健矢くん
福山市立東朋中学校出身

●明治大学
●立教大学
●成城大学
●立命館大学
●京都産業大学

●近畿大学
●神戸女学院大学
●武庫川女子大学
●甲南女子大学
●関西外国語大学

●大阪芸術大学
●広島修道大学
●くらしき作陽短大
●昭和音大短大部
●広島文化短大

●安田女子大学
●環太平洋大学
●立命館アジア太平洋大学
●洗足学園音楽大学

［左］２年Ａ類 川口 栄理香さん 三原市立第二中学校出身
［中］３年Ａ類 平原 悠花さん 広島市立瀬野川東中学校出身
［右］姫石 美実先生 舞台芸術チーフコーディネーター

センスある豊かな
身体表現こそがDance！

［夏の甲子園出場］
平成9～11年、平成13年、平成18年、
平成21年、平成23年［ベスト8］
［春の選抜甲子園出場］平成16年度
平成２８年度
第９８回全国高等学校野球選手権広島大会［準優勝］

硬式野球部

● 硬式野球部
● バスケットボール部
● サッカー部

● 空手道部
● 吹奏楽部
● ロボット研究部

● チアリーディング部
● ゴルフ部（最大4単位）

受講できるクラブ
最大
6単位

※平成30年度実施クラブ

現役で活躍している講師陣から

本格的なレッスンを受けられる舞台芸術の授業はとても魅力的。

芸術、芸能の方面を目指している人はもちろん、

ダンス、歌、お芝居が好きな人、高校生活に刺激が欲しい人はぜひ！

舞台芸術専攻は普通科として、他の教科の授業も十分な
時間数があるので、明治大学、立教大学、立命館大学など
の有名大学へ進学もしています。また、専門分野の道に進
んだ卒業生もいます。

流れる汗の中に新たな世界が待っている！

週6単位の専攻科目の時間では、クラブ活動に直結した実技科目を受講できます。
技術の取得や精神力の育成を目指します。

クラブ専攻
スポットライトの向こうに

自分の夢が広がっている！

週6単位の専攻科目の時間では、「表現技術の習得にとどまらず、人間とし
て成長できる」と多くの卒業生が語っているように、「人間形成」を大きな
目標として掲げています。

舞台芸術専攻

●愛媛大学
●奈良県立大学
●岡山県立大学

他多数

主な合格大学 主な進路先

踊るということは、自分の身体を使い、何か
を表現するということ。バレエ、ジャズダン
ス、ヒップホップ…それらの基礎を学びな
がらセンスを磨き、より芸術的な表現が出
来ることを目指します。一人ひとりの技術
を向上させ、レベルに応じたレッスンや作
品創りをします。プロダンサーとして活躍
出来るレベルまで指導します。

魅力ある人とは。誠実さ、素直さ、やさしさ、
時に必要な勇気やユーモア…、社会に出た
時に必ず役に立つこれらの人間力を鍛えて
いきます。コミュニケーションの為の即興
でのけいこ、台本を使ってのセリフ読みや
演技指導を通じて、作品を創り上げていき
ます。あらゆる職業で必要な自己表現力を
身につけ魅力ある人間育成を目指します。

楽器としての声。″歌うこと″にさらに意味を
持たせ、高めるために必要なテクニックや
知識を学んでいきます。ミュージカルナン
バーのレッスンの中で、正しい発声、リズム
感、歌の表現力などを身につけます。歌う
楽しさや喜びを通じ、音楽力を高め、専門分
野へ進む道も可能にします。

３年Ａ類
島田 風輝くん
尾道市立栗原中学校出身

■平成26年度
　全国高校サッカー選手権広島大会［準優勝］
■平成28年度
　広島県高校総体［ベスト8］
■平成28年度
　全国高校サッカー選手権広島大会［ベスト8］

サッカー部

２年Ｓ類
赤谷 優太朗くん
三原市立第四中学校出身

３年Ｂ類
上野 美月さん
尾道市立長江中学校出身

■平成25～28年度
　広島県吹奏楽コンクールＡ部門［金賞］
　（通算15回Ａ部門金賞受賞）
■平成20～24年度
　全日本アンサンブルコンテスト中国大会出場
　（通算8回出場）

吹奏楽部

３年Ａ類
柄崎 晃槻くん
如水館中学校出身

３年Ｓ類
田上 凪帆さん
三原市立久井中学校出身

■平成27年度 東アジアJr＆cd 空手道選手権大会
　女子個人組手（－48㎏級）出場
■平成27年度
　県総体 男女団体個人形・組手８種目［優勝］
■平成27年度 全国高等学校空手道選手権大会
　男子団体組手［ベスト１６］

空手道部

３年Ａ類
村上 舞梨さん
尾道市立高西中学校出身

３年Ｂ類
染矢 龍之介くん
大分市立坂ノ市中学校出身

■平成28年
　中国四国チアリーディング選手権大会［優勝］
　(13連覇)
■平成28年
　JAPANCUP2016チアリーディング
　日本選手権大会出場(15年連続 Ｈ27年度8位入賞)

チアリーディング部

３年Ａ類
岡崎 聖大くん
東広島市立中央中学校出身

３年Ｓ類
石本 哲也くん
東広島市立安芸津中学校出身

■平成26年度 広島県高等学校総合体育大会［準優勝］
■平成26年度 全国高校選抜大会広島県大会［ベスト４］
■平成27年度 中国高等学校新人大会［準優勝］
■平成28年度 全国高校選抜大会広島県大会［準優勝］
■平成28年度 中国高等学校選手権大会広島県予選会［準優勝］

男子バスケットボール部

［舞台俳優］劇団四季、音楽座、東宝ミュージカル 他
［テーマパークダンサー］ユニバーサルスタジオジャパン、ディズニーランド 他
［女優］NHK朝の連続テレビ小説 他数々のTVドラマ・CM 他
［タレント］AKB48 他

ダンス
自己表現は
コミュニケーション能力の基本！

パフォーマンス 歌う楽しさ×テクニック＝音楽力！ミュージック
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資格にチャレンジ！

先輩の声Voices

夢は、ものづくりのスペシャリスト！

確かな技術・技能を習得し、多く
の資格試験に挑戦しながら、最終
的に希望企業への就職を目指し
ます。もちろん大学や専門学校に
も進学できます。

機械システム専攻では、
ものづくりの基礎やもの
づくりの楽しさを学ぶこと
ができます。

２年［機械システム専攻］
天田 晴輝くん
三原市立第五中学校出身
ロボット研究部

機械システム専攻のい
いところは、実習を通し
て専門的なことを具体
的に学べるところです。

３年［機械システム専攻］
若狭 空くん
三原市立第二中学校出身
バレーボール部

色々な設備を使い様々
なパートに分かれて実習
ができるのがいいところ
です。

３年［機械システム専攻］
曽田 尚輝くん
福岡市立片江中学校出身
硬式野球部

機械システム専攻

●三菱重工業（株）三原
●三菱重工業（株）広島
●ＪＦＥスチール（株）
●ＪＦＥメカニカル（株）
●西日本旅客鉄道（株）

主な進路先

本校卒業生を即戦力として期待されている企業が資格取得
者を優先採用することもあり、本校では、資格を取得するた
めの指導に積極的に取り組んでいます。生徒も目標が明確
になり、真剣に学習に打ち込んでいます。

卒業生からのメッセージ

●マツダ（株）
●大日本印刷プレシジョンデバイス（株）
●日東電工（株）
●シャープ（株）
●今治造船（株）

●尾道造船（株）
●日立造船（株）
●東邦亜鉛（株）
●日本通運（株）
●福山通運（株）

●ＩＨＩ運搬機械（株）
●山九（株）
●ＪＡ三原
●（株）高砂香料
●（株）サラダクラブ
 他 地元企業多数

 他多数

●広島工業大学　
●広島国際学院大学
●福山大学
●ポリテクノカレッジ福山

●中部自動車整備学校
●トヨタ神戸自動車大学校
●日産自動車整備専門学校

約２人に１人が従業員１０００人以上の企業に就職。就職希望者３5名に対し求人数は５６９社（平成２８年度）。 進学

〈国家試験・技能講習〉
●危険物乙種４類・丙種　●ガス溶接技能講習
●フォークリフト技能講習　●玉掛け技能講習

〈特別教育〉
●アーク溶接特別教育
●低圧電気取扱特別教育

社会ですぐ役立つ資格

如水館には自分の色を自由に表現、主張できる環境がありまし
た。美術部では先生から多くの事を教わると同時に、たくさんの
作品を描くことが出来ました。在校生の皆さんには、どんどん自
分の個性を伸ばしていってほしいです！

広島市立大学 芸術学部１年
高校時代／美術部
竹原市立忠海中学校出身

向井 雪乃さん

大学生

小学校からはじめたバスケットボールを高校でも更に高いレベルでプレーしたい
と如水館に入学しました。情熱あふれる先生のご指導とチームメイトの支えがあ
り、充実した高校生活が送れたことに感謝しています。将来は教員になることを
目指して大学でも頑張っています。皆さんも夢に向かって突き進んでください。

日本体育大学 体育学部 社会体育学科１年
高校時代／バスケットボール部
福山市立神辺西中学校出身

三牧 実侑さん

大学生

3年の10月までサッカー部で活動していました。しかし、学校での
勉強を信じ、仲間と支え合ったおかげで目標だった国立大学に
合格することができました。受験勉強はしんどいものですが、その
苦しさをどう楽しむかも大事だと思います。

愛媛大学 教育学部１年
高校時代／サッカー部
福山市立城北中学校出身

杉原 慎弥くん

大学生

如水館での3年間の中で経験した海外留学や、文化祭実行委
員長は今、私の大きな土台となっています。皆さんも、如水館の
中でたくさんのことを経験してください！大学でも、『水の如くなく
てならない人』になれるよう頑張ります！

北九州市立大学 外国語学部１年
高校時代／ＥＳＳ・インターアクトクラブ
竹原市立忠海中学校出身

大岡 潤平くん

大学生

僕は如水館で吹奏楽部に入部して、音楽の楽しさや、人に感動
を与える喜びなど、さまざまな体験をさせてもらいました。音楽を一
生の仕事にしようと思い進路を決めました。

武蔵野音楽大学 音楽学部 器楽学科１年
三原市立宮浦中学校出身
高校時代／吹奏楽部

林 拓真くん

大学生 大学生

如水館は、生徒のことを一番に考えてくださる素敵な先生ばかり
です。現在は、パン作りの先生として食に携わる仕事をさせてい
ただいています。皆さんも、如水館で思い出に残る素敵な高校
生活を過ごしてください！

兵庫県立大学 環境人間学部 食環境栄養課程卒業
(株)八天堂勤務
如水館中学校出身

松本 愛美さん
社会人

『水の如くなくてならない人になれ』如水館高校で過ごした3年
間で学んだこの言葉は社会人として働く今でも胸に焼きついて
います。如水館高校は自分の進むべき道に向かい、たくさんの
仲間と切磋琢磨し頑張れる場所だと思います。

広島県警勤務
広島大学附属三原中学校出身

水戸川 涼太さん
社会人

いろいろな志を持つ友人や、愛情を持って生徒と向き合って
下さる先生方のおかげで、今の私があり、今の原動力となって
います。

明治大学 文学部 英米文学科 2年
如水館中学校出身
高校時代／ダンス部

三井 夕萌さん

就職活動においても、高校時代に勉学と部活の両方に全力で取り組ん
だことで鍛えられた体力、精神力が強みになったと確信しております。如水
館には全身全霊の熱意をもってサポートしてくださる先生方が沢山いらっ
しゃいます。皆さんも入学して、やりたいことに全力で挑んでみませんか。

東京外国語大学 言語文化学部 フランス語学科卒業
日本航空株式会社 客室乗務員（内定）
高校時代／剣道部　如水館中学校出身

石本 優花さん
社会人

私は3年間、吹奏楽部員として顧問の先生や仲間たちに支えら
れ、音楽と勉強を両立することができました。この恵まれた環境
があったからこそ、今、自衛官となり大好きな音楽を仕事とするこ
とができたのだと思います。

くらしき作陽大学 音楽学部 演奏学科卒業
陸上自衛隊中部方面音楽隊
高校時代／吹奏楽部
三原市立第二中学校出身
高奥 美冬さん

社会人

今は夢を叶えてキャビンクルーの仕事に就いています。世界で活躍する
には、違う言語や文化を持つ人たちとコミュニケーションをとることが大
事です。英語で自分と異なる価値観や考え方を持った人 と々分かり合え
た瞬間に、人と人の繋がりがとても素晴らしいものなのだと思えます。

関西外国語大学 外国語学部 英米語学科卒業
キャセイパシフィック航空 フライトアテンダント
高校時代／バレーボール部
竹原市立竹原中学校出身
濱本 華那さん

社会人

如水館には個性豊かな生徒と先生が多く、自分に合った場所
や目標を見つけることができます。自分のやってみたいことが例
え初めてでも、恐れず突き進んでみてください。きっと自分の目標
が明確になってくると思います。

県立広島大学 保健福祉学部 作業療法学科 卒業
興生総合病院リハビリテーション部勤務作業療法士
高校時代／インターアクトクラブ
三原市立宮浦中学校出身
古屋敷 薫さん

社会人

撮影 植村耕司
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甲子園優勝という目標に向けて、
教わったことを徹底して実行します。

とても活気のある部活です。

［左］２年Ｂ類 槇田 優香さん
　　三原市立第五中学校出身

［右］３年Ａ類 榊原 光咲さん
　　如水館中学校出身

［左］３年Ｂ類 田中 辰也くん
　　三原市立宮浦中学校出身

［右］３年Ｓ類 西田 拓矢くん
　　三原市立久井中学校出身

［左］２年Ａ類 渡部 大輝くん
　　三原市立第二中学校出身

［右］２年Ｂ類 高垣 幸心くん
　　尾道市立美木中学校出身

［左］３年Ｂ類 安原 大智くん
　　福山市立神辺東中学校出身

［右］２年Ａ類 馬屋原 軌一くん
　　福山市立新市中央中学校出身

［左］２年Ａ類 夏目 萌絵さん
　　東広島市立西条中学校出身

［右］２年Ｂ類 舩木 志津香さん
　　三原市立第二中学校出身

［左］３年Ｂ類 村岡 このみさん
　　三原市立第二中学校出身

［中］２年Ａ類 藤井 李さん
　　如水館中学校出身

［右］２年Ａ類 向井 里咲さん
　　広島市立井口中学校出身

３年Ｂ類 羽根 雅人くん
広島市立三和中学校出身

２年Ａ類 後東 航くん
呉市立広中央中学校出身

２年Ｂ類 奥貞 明奈さん
三原市立第三中学校出身

３年Ｂ類 郷原 瑞基くん
三原市立第五中学校出身

３年Ｂ類 北内 祥平くん
福山市立
駅家南中学校出身

３年Ｂ類 北内 祥平くん
福山市立
駅家南中学校出身

３年Ａ類 稲垣 亮哉くん
安芸高田市立
吉田中学校出身

２年Ｓ類 神原 一輝くん
福山市立千年中学校出身

２年Ｂ類 亀田 直暉くん
大崎上島町立大崎上島中学校出身

２年Ａ類 河原 睦樹くん
三原市立宮浦中学校出身

３年Ｂ類 藤原 大輝くん
三原市立第二中学校出身

２年Ｂ類 金谷 和寿くん
世羅町立世羅中学校出身

３年Ｂ類 舩附 夏威くん
三原市立第二中学校出身

１年Ｂ類 平原 成浩くん
大崎上島町立
大崎上島中学校出身

１年Ｂ類 川人 脩矢くん
尾道市立高西中学校出身

３年Ａ類 岡 夢佳さん
竹原市立忠海中学校出身

３年Ａ類 三森 将汰くん
尾道市立久保中学校出身

２年Ｂ類 細川 未有さん
広島市立白木中学校出身

３年Ｂ類 小原 康生くん
尾道市立因北中学校出身

３年Ａ類 髙科 就大くん
三原市立本郷中学校出身

運動部

チーム内で日々目標を高く持ち、
試合に臨んでいます。

［男子］

初心者の人も経験者の人も
一緒に楽しくバレーをしましょう。
待ってます。

［女子］

先輩後輩の仲が良い部活動です。
県大会優勝、全国大会出場という
高い目標に向かって１日１日頑張っていきます。

［男子］

チームは仲が良く
団結力があります。
バスケ部に入って私たちと一緒に
中国大会出場を目指しましょう。

［女子］

弓道は、28ｍの距離にある
36㎝の的を射抜く武道です。

興味がある人は、見学に来て下さい。
部員一同お待ちしています。

チームスローガンは「凡事徹底」です。
一人ひとりが主体的に考え行動し、

人間的にも成長できるよう
取り組んでいます。

全員高校からハンドボールを始めましたが、
練習を続けて

県大会でも勝つことができました。

陸上部はみんなが仲良く
楽しい部活です。

チームの意識を変えて結果を
だしていきたいと考えています。
初心者も経験者も興味がある人は

ぜひ入部してください。

元気が有り余っている人、強くなりたい人。
空手道部は心身ともに成長させてくれます。

週１回実際にゴルフ場でラウンドします。
全国大会をめざして
がんばっています。

全国大会出場を目標に
日々練習しています。
人数は少ないですが、

とても仲のいい
クラブです。

とても達成感のある
クラブなので、

ぜひ入部してください。

仲間と何かをやり遂げる感動や
楽しみを味わえるのは
今しかありません。

私たちと濃い
高校生活を送りませんか。

中国大会出場と
県大会入賞を目標に

練習しています。

男女ともに
中国大会出場を目標に
日々練習をしています。

女子バスケットボール部
●平成26年度 県総体［ベスト８］
●平成26年度 全国高校選抜大会広島県予選［ベスト８］
●平成27年度 中国高校選手権大会広島県予選［ベスト5］

駅伝部男子
●平成27年度 県高校駅伝［5位］
●平成27年度 県総体 男子5000ｍ［5位］
●平成27年度 中国大会出場
●平成28年度 県総体 男子800ｍ［３位］／男子5000ｍ［5位］
●全国高校駅伝１回出場
●広島県高校駅伝［優勝１回］［準優勝７回］

ゴルフ部
●平成26年度県総体 学校対抗の部［２位］
●平成26年度県夏季選手権大会 学校対抗の部［２位］
●平成28年度県選手権新人戦 男子の部［4位］

体操部
●平成27年度 広島県ジュニア体操競技選手権大会
　男子個人総合［６位］／女子個人総合［7位］／女子平均台［3位］
●平成28年度 広島県体操競技新人大会
　男子個人総合［7位］／女子団体総合［3位］

陸上部
●平成15年～19年の5年連続でインターハイ出場
●平成23・26・27・28年度 インターハイ出場
　（男子円盤投げ 男子ハンマー投げ）
●平成28年度国民体育大会少年男子Ａハンマー投げ［６位］

剣道部
●平成28年度 広島県総合体育大会 男子個人戦［５位］
●平成28年度 中国剣道選手権大会 男子個人出場

ハンドボール部
●平成28年度 広島県選手権大会［ベスト８］
●平成28年度 広島県総合体育大会［ベスト８］

クラブ
実績
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運動会、水明祭の写真撮影と
撮影した写真の販売をしています。

職員室横に撮影した写真を
掲示しています。

目標は８月の地方大会を突破し、
全国大会に出場することです。

日々の練習の中で
自分の課題と向き合い、

乗り越えていくことで心身共に成長できます。
ぜひ私達と一緒に

ステキな音楽を作りましょう。

水明祭でのライブ演奏に向けて
練習しています。

アクティビティを楽しみながら、
外国の文化を学び英会話力を

上達させます。
英会話の初心者でも

歓迎します。

ボランティア活動を中心として
幅広い活動をしています。
３月には韓国研修があり

韓国でホームステイをすることができます。

上手い下手は関係なく
楽しく活動することを大切にしています。

お昼の放送や学校行事や
全校朝会の司会をしています。

興味のある人は、
昼休憩に放送室に一度来て下さい。

作品展に出品する作品の制作や書写、
毛筆検定に向けて練習をしています。

全国大会へは１８年連続で出場しています。
ものづくりの好きな人は、

ぜひロボット研究部に入部してください。

１番の目標である水明祭での
お茶会を成功させるために

日々練習しています。
茶道の流派は裏千家で

華道は池坊です。

パソコンを使って
プログラムを用いたゲーム制作や、

エクセル・ワードなどの
検定取得ための活動をしています。

コーヒーカップや花びんなどを
実際に作って楽しんでいます。

如水館の生徒なら何でもできる！
だから頑張ろう！

という思いを込めて
Josui Can Dayという日を作りました。

如水館を個性溢れる
笑顔の絶えない学校にして行きましょう。

囲碁に興味がある人、
将棋に興味がある人、

初心者でも大歓迎です。

囲碁将棋部
●平成28年度 全国高校将棋選手権大会広島県予選 女子の部［４位］
●平成28年度 全国高校将棋選手権大会 女子の部出場

美術部
●平成28年度 広島県美術展 絵画系［入選］／デザイン系［入選］
●平成28年度 広島県環境月間ポスター［入選］
●平成28年度 広島県高等学校ロボット競技大会 ポスターの部［入選］
●平成28年度 高校生デザイン大賞［奨励賞］［入選］
●平成28年度 愛鳥週間ポスター［入選］［佳作］
●平成28年度 広島県高等学校デザインコンクール［特選］［入選］
●平成28年度 広島県高等学校絵画・彫刻コンクール［奨励賞］

書道部
●平成27年度 全高書研中国地区高等学校生徒書道展［会長賞］
●平成27年度 近県書き初め展［中国新聞社賞］［福山書道連盟賞］
●平成28年度 全高書研中国地区高等学校生徒書道展［会長賞］
●平成28年度 近県書き初め展［中国新聞社賞］

ロボット研究部
●平成11～28年度 全国高等学校ロボット競技大会 18回連続出場
●平成27年度 全国高等学校ロボット競技大会 準決勝進出

クラブ
実績

２年Ａ類 西村 嗣音くん
三原市立第五中学校出身３年Ｂ類 藤原 瑞起さん

尾道市立御調中学校出身

３年Ａ類 正木 朝さん
如水館中学校出身

３年Ａ類 中島 花佳さん
東広島市立豊栄中学校出身

3年Ａ類 中家 帆貴くん
如水館中学校出身

３年Ｓ類 佐藤 涼香さん
福山市立千年中学校出身

３年Ｓ類 横山 睦さん
如水館中学校出身

３年Ｂ類 延安 紀香さん
三原市立第三中学校出身

３年Ａ類 松田  紗弥さん
三原市立第三中学校出身

２年Ｂ類 木村 美波さん
三原市立第五中学校出身

２年Ｂ類 中廣 千沙希さん
三原市立第五中学校出身

３年Ｂ類 広山 優さん
世羅町立世羅中学校出身

２年Ｂ類 アクバル ニサさん
東広島市立高美が丘中学校出身

２年Ｂ類 島谷 紗佳さん
広島大学附属三原中学校出身

３年Ｓ類 藤谷 侑加さん
如水館中学校出身

３年Ａ類 中家 帆貴くん
如水館中学校出身

３年Ｂ類 橋本 梨央さん
尾道市立久保中学校出身

３年Ｂ類 中園 毬愛さん
尾道市立美木中学校出身

２年Ｓ類 飯島 小雪さん
如水館中学校出身

３年Ｓ類 藤田 真由さん
如水館中学校出身

３年Ａ類 松田 麻悠さん
如水館中学校出身

３年Ａ類 中島 花佳さん
東広島市立豊栄中学校出身

２年Ｓ類 塚本 翔太くん
如水館中学校出身

２年Ｂ類 白木 孝英くん
如水館中学校出身

２年Ｂ類 天田 晴輝くん
三原市立第五中学校出身

３年Ｂ類 惠谷 光希くん
尾道市立美木中学校出身

３年Ｂ類 山沖 悠真くん
三原市立宮浦中学校出身

３年Ｓ類 竹之内 怜奈さん
三原市立第一中学校出身

３年Ｂ類 宇根 　美子さん
福山市立城北中学校出身

文化部
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生徒表彰式

SCHOOL

LIFESCHOOL

LIFE

4月

5月 10月

12月

2月

1月

11月

6月

7月

8月

9月

3月

マラソン大会

第一志望合格決起集会

センター試験激励会

三原国際外語学院学生との交流

校内球技大会

研修旅行

献血

イラスト講座

水明祭

野球応援

運動会

合唱コンクール

県吹奏楽コンクール

美術部大学訪問（尾道大学）

オープンスクール

創立記念式

進路探求講座

進路探求講座

調理実習

舞台芸術発表会

国体入賞報告

アートパフォーマンス

春期S・A類合同学習合宿

夏期S・A類合同学習合宿

保健体育・柔道担当。
元気いっぱい、熱く燃えるオトコ！
宮地 智先生

入学して初めての大きな行事！あま
り慣れてない生活やクラスの中で
団結して頑張ろう！自分の出たい競
技に出場できるから楽しめること間
違いなし！！

夢の国Disneyでの１日はあっというまだ
った！研修旅行で大切なことは時間を守る
こと！集団を意識すること！事前に調べて現
地で調査するのもおもしろいね～！

クラスで団結してボールを
つないでいこう！

献血ができるのは高校２年
生から。人の役に立つって
いいねー！！

授業として色々な
料理を作る中で、

ひとり暮らしに役立つ技術
を身に付けることができ
ました！美味しかったです！

各クラスでの出し物、
生徒で作ったグループによる
１日限りのパフォーマンスも！

自分との戦い！！
仲間と共に
走りきるぞ～！！

水明祭メインイベントの１つの合唱コン
クール！指揮者と伴奏者、合唱者で心を
一つに！皆で美しい音色を奏でて響か
せよう♪

みんなの気持ちを１つに・・！
熱い夏をありがとう。
目指せ優勝ー！

４月から練習してきたダン
ス・歌・演技を披露する場！
達成感はサイコ―↑
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校内の施設案内図
学校生活をサポートする充実した施設

如水館高等学校の制服
『如水館』の制服を着るということは、建学の理念を身に纏うこと。
ネクタイ・リボン以外は中学校・高等学校共通です。

充実したおいしい食堂メニュー
ラーメン、丼、定食物、ランチボックスからカップ唐揚げまで、
如水生のお腹を満たす豊富なメニューです。

夏服 冬服

第１アリーナが、メインの体育館で
す。第２アリーナは剣道・柔道・空手
道など、第３アリーナは体操・野球
室内練習などで使用します。ドアの
黄色は「地」を表しています。

校門をくぐると、すぐ右側
に見える校舎です。英会
話教室、選択授業教室とし
て使用しています。

美しい螺旋階段のある、芸術的
な校舎です。音楽室、舞台芸術教
室として使用しています。

円形の校舎です。授業時の生徒の視線は、円
の中心に集まります。これは、全校生徒が同
じ方向に向かって進んでいくことを意味して
います。ドアの青色は「水」を表しています。

進路スケジュール

4 ● スタディサポート（S・A類1・2年）
● 小論文セミナー
● S類合宿（新1・2・3年）
● 進研４月模試（S・A類 3年）

5 ● 河合塾模試（S類 1～3年）
● 代ゼミ模試（S・A類 1・2年）
● 実力診断テスト（B類 1～3年）
● 就職インターンシップ開始

6 ● 進研模試（S・A・B類 3年）
● 面接セミナー（S・A・B類 3年）
● 大学見学会（Ｓ・Ａ・Ｂ類 ２年）

7 ●  進研模試
 （Ｓ・Ａ類 １～３年／Ｂ類 ３年）
●  夏期補習（前期）
●  分野別進路ガイダンス
●  大学・短大・専門学校
   パンフレット配布会
●  企業の求人票受付開始
●  夏期補習（前期）
●  面接セミナー（３年）

8 ● 夏期補習（中期・後期）
● 広島大学オープンキャンパス
● 河合塾模試（Ｓ・Ａ類 １～３年）
● 小論文対策（Ｓ・Ａ・Ｂ類 ３年）
● 就職セミナー（３年就職希望者全員）

9 ● スタディサポート（S・A類1・2年）
● ベネッセ・駿台マーク模試
　（S・A・B類 3年）
● 指定校推薦校内選考
● 就職試験開始

10 ● 代ゼミ模試（Ｓ・Ａ類 １・２年）
● 実力診断テスト（Ｂ類 １・２年）
● ベネッセ・駿台記述模試
 （Ｓ・Ａ・Ｂ類 ３年）
● センター試験願書提出
● 進路ガイダンス（Ｓ・Ａ・Ｂ類 １年）
● 夢ナビライブ（Ｓ・Ａ類 １・２年）

11 ● ベネッセ・駿台マーク模試
　（S・A・B類 3年）
● 私大推薦入試開始

12 ● 分野別進路ガイダンス
● 大学・短大・専門学校
　 パンフレット配布会
● 小論文模試（S・A・B類 1・2年）

1 ● センター試験
● 私大一般入試開始
● 小論文解説（Ｓ・Ａ・Ｂ類／１・２年）
● 進研センター早期対策模試
 （Ｓ・Ａ類／２年）
● 実力診断テスト（Ｂ類／１・２年）

2 ● 国公立大学二次試験開始
● 進路ガイダンス（S・A・B類 2年）

3 ● 国公立大学合格発表
● パンフレット配布会

普 通 科 からの 主 な 就 職 先（平成27・28年度実績）

●自衛隊 一般曹候補生（航空）
●自衛隊 一般曹候補生（陸上）
●自衛隊 一般曹候補生（陸上 音楽隊）

●消防士（福山市）
●日本郵便株式会社
●三原医師会病院

●医療法人里仁会（興生病院）
●（株）シーエックスカーゴ
●（株）広越

●（株）金曜社
●（株）むさし

指定校推薦（指定校推薦対象校）

指定校推薦入試とは…

指定校推薦を利用して大学進学した卒業生

●早稲田大学
●関西大学
●京都産業大学
●近畿大学
●神戸学院大学

●武庫川女子大学
●神戸女学院大学
●日本大学
●専修大学
●成城大学

●東京農業大学
●東京薬科大学
●神奈川大学
●川崎医療福祉大学
●広島修道大学

●広島工業大学
●広島国際大学
●広島経済大学
●安田女子大学
●日本赤十字広島看護大学

●福山大学
●松山大学
●立命館アジア太平洋大学

など計１５８大学７１１名の枠（平成２８年度実績）

英検準1級取得指導

各類共通

前川深町寮
前川深町寮は『如水館』
の生徒専用の寮で、学校
と提携した民間寮です。
学校より徒歩5分の所に
あります。

全寮協加盟

学生寮のご案内
自宅からの通学が困難な生徒のために、
安心して学校生活が過ごせる寮があります。

管理費 １０,０００円

部屋代 １６,０００円（2人部屋） ２１,０００円（1人部屋）

男子2人部屋 56名 女子2人部屋 34名

男子1人部屋 9名 女子1人部屋 8名
収容定員

入寮費

費　用

30,000円

山中学園奨学金制度　確かな学びをサポートする充実した奨学金制度

単願入試の場合

併願入試の場合

中学校3年時の実力テスト（5
教科）で直近3回分程度の平
均点が440点を越える生徒

種類

SS号
奨学金

中学校3年時の実力テスト（5
教科）で直近3回分程度の平
均点が420点を越える生徒

英語・数学・国語の3教科内申点5段
階各学年合計が、3年生2学期末まで
において45点（45点満点）の生徒

S号
奨学金

中学校3年時の実力テスト（5
教科）で直近3回分程度の平
均点が400点を越える生徒

英語・数学・国語の3教科内申点5段階各学年合計
が、3年生2学期末までにおいて43.44点（45点
満点）の生徒、又は英検2級を取得している生徒

1号
奨学金

中学校3年時の実力テスト（5
教科）で直近3回分程度の平
均点が380点を越える生徒

英語・数学・国語の3教科内申点5段階各学年合計
が、3年生2学期末までにおいて41.42点（45点
満点）の生徒、又は英検準2級を取得している生徒

2号
奨学金

中学校3年時の実力テスト（5
教科）で直近3回分程度の平
均点が360点を越える生徒

学年合計が、3年生2学期末まで
において39.40点（45点満点）
の生徒

3号
奨学金

実力テスト基準 内申点基準 山中学園奨学金支給額（A） 国の就学支援金（B） 合計（A+B）

2.支給期間
原則として3年間継続します。（ただし、生徒指導上の懲戒を受
けた場合あるいは学習意欲のない場合は山中学園奨学金規定
により支給を中止する場合もあります。）

1.支給方法
「入学手続金」や「入学金」は、その納入額を確認後、後日還付
いたします。同時に「奨学金」も、授業料その他学納金の納入を
確認後、各学期終了後に支給します。なお、就学支援金加算支
給並びに授業料等軽減補助金の受給対象になられた場合は、
就学支援金加算支給並びに授業料等軽減補助金額を奨学金か
ら相殺させていただきますのでお知りおきください。

（3）併願入試の奨学金
併願入試の結果により、左表のような条件で奨学生を通知する
場合があります。

（2）単願入試の部活動による適用
支給額については先の表に準じます。

（1）単願入試による適用方法
●実力テスト基準と内申点基準は、どちらか基準の上回る方を
　適用します。
●単願入試の成績がよい場合は、上位の支給対象に位置付け
　ることもあります。
●国の就学支援金（B）に変更がある場合、合計（A＋B）を同額
　とするため山中学園奨学金支給額（A）を調整します。

※（A）（B）および（A+B）の（　）は年間支給額

※（A）（B）および（A+B）の（　）は年間支給額

月額26,100円支給
+入学手続金
+入学金支給

（523,200円）

月額9,900円支給
（118,800円）

月額26,100円支給
（313,200円）

月額9,900円支給
（118,800円）

月額36,000円支給
（432,000円）

月額20,100円支給
（241,200円）

月額9,900円支給
（118,800円）

月額30,000円支給
（360,000円）

月額10,100円支給
（121,200円）

月額9,900円支給
（118,800円）

月額20,000円支給
（240,000円）

入学手続金支給
（90,000円）

月額9,900円支給
（118,800円）

入学手続金+入学金支給
（210,000円）
月額36,000円支給
（432,000円）

本校入試（5教科）の得点が、S類の合格者のうちで
上位20％程度の生徒

種類

SS号
奨学金

本校入試（5教科）の得点が、S類の合格者のうちで
上位50％程度の生徒

S号
奨学金

基準 山中学園奨学金支給額（A） 国の就学支援金（B） 合計（A+B）

月額26,100円支給
+入学手続金
+入学金支給

（523,200円）

月額9,900円支給
（118,800円）

月額26,100円支給
（313,200円）

月額9,900円支給
（118,800円）

月額36,000円支給
（432,000円）

入学手続金+入学金支給
（210,000円）
月額36,000円支給
（432,000円）

月額9,900円支給
1年次は208,800円。
2年次以降は、Bのみと
なりますので118,800円。

指定校推薦とは、大学が指定した高校の生徒を対象に実施する入試です。出願にあたっては「調査書の評定平均
値」の条件がありますが、多くの場合、書類審査・面接試験によって合否判定します。如水館には、昨年度158大
学711名の指定校推薦枠があり、この制度を用いて「ワンランク上」の大学を目指せます！

平成２７年度取得（取得学年／３年）［A類／留学専攻］
関西外国語大学 英語国際学部 入学
尾道市立高西中学校出身

永田 としあきくん

［左］

［中］平成２７年度取得（取得学年／３年）［Ｓ類／学習専攻］
神戸市外国語大学 外国語学部 入学
世羅町立甲山中学校出身

田中 百音さん
［右］平成２７年度取得（取得学年／３年）［A類／学習専攻］

広島大学 教育学部 入学　如水館中学校出身
平 佳月くん

平成２８年度取得（取得学年／３年）［A類／留学専攻］
北九州市立大学 外国語学部 入学
竹原市立忠海中学校出身
大岡 潤平くん

京都産業大学 法学部 法律学科２年
大阪府枚方市立第二中学校出身
高校時代／硬式野球部

岡﨑 駿一郎くん
甲子園を目指して如水館に進
学し、２年生の時、生徒会長に
当選しました。また３年では野
球部応援団長を務め、部員を
まとめるのに苦労しました。こ
のような活動が評価され、指
定校推薦校内選考で選ばれ
ました。今は大学で法律を学
ぶ傍ら芸能事務所に所属し
活動しています。

アフソ・ブライアン先生
Extensive Reading（自由にたくさんの本
を読んで楽しむこと）が単語量とリーディン
グスピードを強化します。多くの本をそろえ、
生徒に多読をすすめています。また、英語
のダイアリーを毎週書いて、自分の意見を
言えるようにしています。英検やＴＯＥＦＬを
教材として、英文を書く練習をしています。

マイケル・ベイスティング先生
英語検定準1級の対策では、まず上級の単
語を覚えることに集中します。また、生徒が
同義語、連語、接頭語、接尾語などを理解
し、自分から会話で使えるように学習してい
ます。1次試験では、自分の考えを英語で書
くという問題が出されるため、様々なトピック
スに対して自分の意見を表現できるように訓
練しています。それを活かして、２次試験（面
接試験）で意見をすぐに言えるように練習
し、英語独特の言い回しも訓練します。

私が英検準１級に合格した理由、それは留学経験と如水館のサポ
ートがあったからだと考えています。もちろん留学はすごい力になりま
す。しかし、留学しなくても如水館にはネイティブの先生が二人もいる
うえ、英語の先生方もしっかりとサポートしてくれます。先生方はきっと
力になってくれます。

早稲田大学 商学部1年
三原市立第三中学校出身
高校時代／吹奏楽部

野田 柚月さん
私は、指定校推薦で早稲田大
学商学部に合格しました。小
論文と面接練習をするにあた
り、効率的に上達できるよう、
先生方にアドバイスを頂いたこ
とは必ず次回までに完璧にし
ておくということを意識して取り
組みました。特に面接練習に
おいては、適切な話し方を日常
でも意識し、習慣づけました。

大学受験では、英検準1級を取得していると
推薦入試の受験資格となるなど、大変有利
な資格です。
本校では、ネイティブ教員や英語科教員の
指導により、高校生では難関の英検準１級を
取得できています。

英検準１級合格の指導について

［左］平成２８年度取得（取得学年／２年）
［3年Ｓ類／学習専攻］
府中市立府中中学校出身
田頭 穂香さん

私は、準1級合格に向けて普段から英語の授業を大切に
すると同時に、英単語を覚えることに力を入れました。何度
も繰り返し、できるだけ多くの単語を習得していきました。ま
た、苦手意識のあった英作文では、定期的に先生に添削
をお願いし、詳しい解説をしていただくことで、本番では落
ち着いて取り組む事ができました。合格できたことは大きな
自信になり、次の目標に向けて努力していきたいです。

英検の２次面接は、自分ひとりではなかなか対策すること
ができないので、ネイティブの先生に協力をしていただき
ました。面接は、一日で対策できるものではないので、毎
日昼休みや放課後に時間を取っていただき一緒に練習
しました。質問の答え方や発音の基礎を詳しく指導して
いただきました。とても親身になって面接練習をしていた
だき、意味のある対策ができたことが合格の要因です。

［右］平成２８年度取得（取得学年／２年）
［3年Ｓ類／学習専攻］
世羅町立世羅中学校出身
藤川 未有さん
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［1］就学支援金制度について
広島県内の私立高等学校に在学する生徒の皆さんの授業料について、保護者の
収入状況に応じて、国がその一部を負担し、家庭の教育負担を軽減する制度です。

★住民税（市町村民税・都道府県民税）について
給与所得の人は、月々の給料から『源泉徴収税』として天引きされる所得税のほか
に、住民税を天引きされているのはご存知かと思います。
所得税の場合は天引きのことを『源泉徴収』と呼びますが、住民税の場合は天引きの
ことを『特別徴収』と呼びます。（天引きしないで自分で納めることを『普通徴収』と呼びます。）

住民税は、前年の年収に基づいて計算された『確定税額』を翌年6月から12ヶ月かけ
て分割納付する『後払い』制を採用しています。
このため、6月に税額が変わるので通知書が送付されます。

この4つのうちの市町村民税所得割額を確認すればいいわけですが、
給与所得の方であれば毎年6月の給料の支給時に会社から給与明細
とともに渡される市町村民税・県民税特別徴収税額決定通知書（納税
義務者用）で確認することができます。

［2］授業料等軽減制度について
広島県内の私立高等学校に在学する生徒の保護者の皆さんのうちで、経済的理由に
より学資負担が困難な人を対象として、授業料や入学時納入金を軽減する制度です。

家計急変について
年の中途に特別に事情「失業、病気、離婚、災害など」のため、上記表①～③と同程度に学資負担が困難と認められる場合は、収入状況により授業料等の軽減を受けるこ
とができる場合がありますので、学校に相談してください。

区分①～③により入学時（入学金120,000円）から授業料等軽減制度（県の制度）を受けることができる人
入学時納入金補助：一律 27,000円

（注）上記のモデル世帯とは、両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人（16歳以上）、中学生一人の子供がいる世帯としています。

1 . 制 度 に つ い て

就学支援金及び授業料等軽減を受けることができるのは、生徒の保護者（父母）
の収入額に係る税額等が次の表に該当する場合です。
就学支援金は、通学されている私立高等学校等が代理受領し、授業料に充当する
制度となっています。よって、保護者の皆さんには、就学支援金の額を授業料から
控除した額を負担していただくこととなります。

（就学支援金を直接皆さんにお渡しするものではありません。）

3 . 就 学 支 援 金 お よ び 授 業 料 等 軽 減 の 対 象 と な る か 確 認 す る 方 法

□表の基準税額にあるとおり基準になるのは親権者の市町村民税所得割額になります。
□『親権者』を合算します。
□両親が基本です。親権者ではない祖父母の収入があったとしても、祖父母の市町村民税所得割額は判定基準には算入されません。

□自営業の人等は毎年６月上旬頃に市町村から送付される市町村民税・県民税納税通知書で確認できます。
□なお、紛失等をされた場合は、市町村の担当窓口において発行する市町村民税・県民税課税証明書（手数料必要）でも確認できます。
□専業主婦世帯のように親権者の収入が１人だけなら（配偶者控除を受けている場合）１人分で確定しますが共働き家庭なら夫婦それぞれの金額を合算することになります。

2 . 対 象 と な る 場 合 は

平成29年度 就学支援および授業料等軽減制度についてJR三原駅よりバスで20分。各方面から始業時間に間に合います。

★住民税は以下の4つで構成されています。

● 市町村民税 所得割額
● 市町村民税 均等割額

● 都道府県民税 所得割額
● 都道府県民税 均等割額

保護者の年収目安

基準税額（年額）

市（町村）民税所得割額

授業料補助計

給付なので
返さなくてよい。
毎年7月以降、
保護者が申請し
給付を受ける。

区分

① 生活保護世帯 24,750円
（297,000円）

11,250円
（135,000円）

36,000円
（432,000円） 52,600円

② 24,750円
（297,000円）

0円（非課税）世帯
（年収目安:約250万円未満）

11,250円
（135,000円）

36,000円
（432,000円）

扶養している15歳以上
（中学生は除く）23歳未満の

③ 19,800円
（237,600円）

51,300円未満世帯
（年収目安:約350万円未満）

4,200円
（50,400円）

24,000円
（288,000円）

④ 14,850円
（178,200円）

154,500円未満世帯
（年収目安:約590万円未満） ─ 14,850円

（178,200円）

⑤ 9,900円
（118,800円）

304,200円未満世帯
（年収目安:約910万円未満） ─ 9,900円

（118,800円）

⑥ 対象外304,200円以上世帯
（年収目安:約910万円以上）

─

─

─

─

高等学校等就学支援金
（国の制度）

授業料等軽減制度
（県の制度）

父母の合計（県民税は含みません）
各年収目安はモデル世帯（注）の年収 授業料のうち 授業料のうち

（本校の場合）

補助額（上段：月額、下段：年額） 奨学のための給付金（国の制度）

如水館高校授業料
月額36,000円

国の就学支援金
月額24,750円＋
県の授業料等軽減制度
月額11,250円

国の就学支援金
月額19,800円＋
県の授業料等軽減制度
月額4,200円

実際の授業料
月額自己負担額
12,000円

国の就学支援金
月額14,850円

実際の授業料
月額自己負担額
21,150円

国の就学支援金
月額9,900円

実際の授業料
月額自己負担額
26,100円

約250万円未満 約350万円未満 約590万円未満 約910万円未満

オープンスクール
6月18日（日）
7月 ９日（日）

9：00～12：00 本校
9：00～12：00 本校

三原駅 7：20 → 如水館 7：40
三原駅 7：30 → 如水館 7：50
三原駅 7：55 → 如水館 8：15

三原駅 8：20 → 如水館 8：40
この間5分おきに6便運行

早朝便もあるので
クラブ活動の朝練にも参加できます。

体験模試
11月3日（祝） 9：00～12：25

本校・東広島・福山

入試説明会
10月15日（日）
10月22日（日）

9：30～12：30 本校
9：30～12：30 本校

三原駅から通学1

三原駅 7：55 → 如水館 8：15
尾道駅 7：35 → 三原駅 7：48

［三原駅経由のJRとバスを使う場合］

尾道駅 7：55 → 長江口 7：58 →
→ 新尾道駅 8：10 → 如水館 8：33

［尾道駅から長江経由でバスを使う場合］

尾道駅 8：00 → 日比小前 8：03 →
→ 福祉センター前 8：09 →
→ 川上口 8：16 → 如水館 8：35

［尾道駅から桜土手経由でバスを使う場合］

尾道駅から通学2

三原駅 7：55 → 如水館 8：15
松永駅 7：14 → 三原駅 7：49

［JRを使う場合］

松永駅南口 7：55 → 高須口 8：04 →
→ バイパス東口 8：04 → 柳井 8：18 →
→ 如水館 8：35

［バスのみを使う場合］

松永駅から通学3

三原駅 7：55 → 如水館 8：15
福山駅 7：14 → 三原駅 7：48

福山駅から通学4

御調高校前 8：02 → 如水館 8：27

御調から通学7

久井 7：40 → 如水館 8：35

久井から通学9

甲山営業所 7：25 → 如水館 8：35

三原駅 7：55 → 如水館 8：15

甲山から通学10

金丸車庫 7：11 → 新市駅前 7：29 →
→ 目崎車庫 7：44 → 如水館 8：27

新市・府中から通学8

〈高速船〉
土生港 6：56 → 重井港 7：17 →
→ 三原港 7：36

※平成29年5月現在の時刻表を参照しています。

因島から通学11
三原駅 8：05 → 如水館 8：25
西条駅 7：13 → 三原駅 7：50

西条駅から通学5

三原駅 8：10 → 如水館 8：30

安芸津駅 7：11 → 竹原駅 7：27 →
→ 忠海駅 7：39 → 須波駅 7：56 →
→ 三原駅 8：04

安芸津・竹原・忠海駅から通学6

ACCESS

如水館

三原

7:507:50

8:04

1

甲山

如水館まで
70分

10

久井

如水館まで
55分

9

須波
7:56

因島

如水館まで
79分

忠海

7:39

6

如水館まで
51分

竹原

7:27

6

如水館まで
63分

安芸津

7:11

6

如水館まで
79分

11
向島

如水館まで
37分

40分

4分

20分 35分

40分

御調
7

如水館まで
25分

府中
8

如水館まで
43分

如水館まで
58分

新市
8

本郷

7:43

尾道

7:357:357:487:48

2
松永

7:257:25

3
福山

7:087:087:147:14

4

神辺

6:53

八本松

7:06

西条

7:13

5
西高屋

7:18

河 内

7:32

JR福塩線

尾道・三原方面から
120名以上の生徒が
自転車通学しています

138,000円
兄弟姉妹がいる

67,200円
兄弟姉妹がいない

如水館高校
授業料自己負担額
上段は月額
下段は年額

0円
（0円）

0円
（0円）

12,000円
（144,000円）

21,150円
（253,800円）

26,100円
（313,200円）

36,000円
（432,000円）
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Senior high school

学校案内2018

〒723-8501 広島県三原市深町1183番地
TEL 0848-63-2423　FAX 0848-64-1102
http://www.josuikan.ed.jp/

check!

WEBサイトから
詳しい情報をご覧いただけます。

学 校 法 人  山 中 学 園
如 水 館 高 等 学 校

学 校 法 人  山 中 学 園
如 水 館 中 学 校
如 水 館 高 等 学 校

カガヤク、マイニチ！

Senior high school

Be the person who isn't supposed to have no you like water.

2018年如水館_学校案内_高校_表紙裏表紙


