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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）

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）

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！

3つの類と5つの専攻 3つの類と5つの専攻 

如水館高等学校の教育システム

難関私立・国公立大学

この伸びに注目！

類別の主な大学合格実績（平成２９年度）

合 格 者 数

科目時間割

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。

どの類からも5つの専攻が選べます

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

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

如水館のあゆみ

今、

1番注目！

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

如水館が大切にする4つの要素

知 力

自 立

共 生

礼 節

Intellect

Independence

Symbiosis

Good manners

物事を考える力の根底にあるもの

自己責任において判断し行動する

社会の一員であるという意識

他人への敬意を態度であらわす

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

気持ちのいい挨拶と静かで落ち
着いた雰囲気の学校にひかれま
した。専攻科目では自分の学力に
あったレベルの授業を取ることが
でき、苦手な教科を克服すること
ができるのも魅力です。

１年S類
岩神 涼介くん

尾道市立美木中学校出身

S類類
難関特進難関特進 A類類

特進特進 B類類
総合進学総合進学

学習
専攻

私は小学校４年生の時に初めて
アメリカに行きました。その時に外国
の方たちを見て、感情を上手に表
現できるようになりたいと思い、留学
を強く決心しました。

１年A類／茶道部・インターアクトクラブ
小田原 奈央さん

尾道市立向東中学校出身

留学
専攻

コンクールや演奏会などに向けて技術を
磨くために、少しでも多くの時間を練習し
たいと思いクラブ専攻(吹奏楽部)を選
びました。勉強面ではＳ類でレベルの
高い学習ができ、部活動では楽しい仲間
にも恵まれ、毎日とても充実しています。

１年S類／吹奏楽部
坂井 葉月さん

三原市立第四中学校出身

クラブ
専攻

勉強に一生懸命取り組めるから
こそ、舞台芸術の授業も楽しめる
と思います。どちらも先生が全力で
サポートしてくださると聞いたので
安心して受験しました。

1年S類／放送部
小西 美穂さん

三原市立宮浦中学校出身

舞台芸術
専攻

将来工業関係の仕事に就きたい
ので機械システム専攻に入り、
学んでいます。ロボット研究部で
頑張っています。

2年機械システム／ロボット研究部
細谷 祥さん

尾道市立栗原中学校出身

機械システム
専攻

卒業生年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

他多数

高知大学
山口大学
県立広島大学
広島市立大学
尾道市立大学
京都産業大学
近畿大学
龍谷大学
関西外国語大学
神戸女学院大学

1名
1名
3名
1名
3名
1名
2名
1名
1名
1名

他多数

山口大学

愛媛大学

神戸市外国語大学

県立広島大学

尾道市立大学

新見公立大学

山口東京理科大学

1名

2名

2名

2名

1名

1名

1名

尾道市立大学
山口県立大学
京都外国語大学
武庫川女子大学
広島修道大学
松山大学
福山大学
広島国際大学
広島工業大学
東海大学

1名
1名
2名
1名
6名
1名
5名
4名
2名
1名

他多数

立命館大学

関西学院大学

関西大学

岡山大学

国際教養大学

帯広畜産大学

高知大学

６名

５名

５名

１名

１名

1名

1名

早稲田大学

明治大学

立教大学

法政大学

上智大学

青山学院大学

同志社大学

早慶上理＝早稲田・慶應義塾・上智・東京理科

ＧＭＡＲＣＨ＝学習院・明治・青山学院・立教・中央・法政

関関同立＝関西学院・関西・同志社・立命館

１名

２名

２名

３名

１名

１名

９名

S類類

難関特進難関特進

A類類

特 進特 進

B類類

総合進学総合進学

4人 6人 19人 11人 29人 18人 35人 25人

難関
私立大学

国公立
大学

難関私立大学 早慶上理／ＧＭＡＲＣＨ／関関同立
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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。

国公立大学や

難関私立大学への

進学を目指します。

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）

他多数

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

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・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。

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。

難関特進

生徒個々の進路目標に合わせ、「進路
担当教員」が面談を通して受験の進捗
状況などを把握・助言し、徹底した進路
サポートをします。その内容をWeb画面
で担任、教科担任、クラブ顧問が情報
共有し、全教員で進路実現を目指します。

生徒状況を全教員が共有

特進A類の希望者も参加できます

Ｓ類では友達と教えあいながら楽しく
勉強することができます。自分の進路を
実現するために頑張りたいです。

1年S類／軽音楽部
三原市立第二中学校出身
中元 結菜さん

SS類
一般入試に加え、

ＡＯや推薦入試等多様な入試に対応。

国公立・私立大学への

進学を目指します。

特進

AA類

夢ナビライブに全員参加

在学生

私は志望校に絶対合格したいという強い
気持ちを常に意識し、日々の小さな学習に
も精一杯取り組みました。努力の積み重ね
が出来たのは同じ志の仲間のお陰です。

上智大学 外国語学部 1年
府中市立府中中学校出身
田頭 穂香さん
高校時代／ＥＳＳ

大学生

勉強をおろそかにせず、部活動や自分の
やりたいことに取り組んでいる人が多い
ため、刺激を受けながら学校生活を送れ
ます。

在学生

如水館で過ごした3年間は自分にとって
大きな財産になりました。大学でプロ
サッカー選手を目指して頑張ります。皆
さんも夢実現に向けて頑張ってください。

大学生

如水館で海外留学をして、様々な文化や
考え方に触れることで自分の視野が広
がり、また、周りの人たちへの感謝の気持ち
が芽生え、大きな経験となりました。

大学生

難関特進S類スペシャルサポート

受 験 型クラス編成
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。

難関特進S類合格実績（抜粋）

難関特進S類サクセスマップ

高校2年2月

センター
レベル
完 成！

徹底した
個別

受験対応
サポート

2週間に1回
面談を実施

進捗状況
管理

ゴールに向かって計画的にサポート

大学入試センター試験
私立大学一般試験
国公立大学一般試験［前期］
国公立大学一般試験［中期］
国公立大学一般試験［後期］

目標大学
●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

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

他多数

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

３年Ａ類／生徒会執行部
三原市立久井中学校出身
上久保 歩美さん

高知大学 人文学部 １年
三次市立塩町中学校出身
土釜 走太くん　
高校時代／サッカー部

県立広島大学 人間文化学部 １年
尾道市立美木中学校出身
古川 萌梨さん
高校時代／ＥＳＳ

特進Ａ類合格実績（抜粋）

この実
績！

如水館
高校の

特進A類は

国公立大学（一般入試に加え、AОや推薦入試等多様な入試に対応）、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。
進路目標

●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

関西

等

●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

中国
九州

等

●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

関東

等

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！

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

この実
績！

如水館
高校の

難関特
進S類は

合宿や特別講師を招いての集中講義
など、生徒の可能性がより広がる特別
の「夏」を企画します。
今年度の合宿では代ゼミのスーパー
講師の講義が予定
されています。

珠玉のサマーサポート
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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。
進路目標

●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
●神戸女学院大学

関西

等

●県立広島大学
●尾道市立大学
●川崎医療福祉大学
●広島国際大学
●広島修道大学
●広島工業大学

●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

●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

関東

等

勉強とクラブの両立が目標です。専攻
科目があるから、より部活動や勉強に
打ち込めます。

在学生

如水館は、親身になってサポートしてくだ
さる先生ばかりです。将来、立派なスクー
ルワーカーになれるよう４年間頑張り
ます。

大学生

如水館に入り３年間文武両道に励み
ました。しんどいこともありましたが、
如水館だからこそ手に入れられたこと
ばかりでした。

大学生

国公立 大学

私 立 大学

●関西大学
●京都産業大学
●亜細亜大学
●駒澤大学
●神奈川大学

●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）

他多数

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

総合進学Ｂ類合格実績（抜粋）

推薦での私立大学進学、

就職試験合格を

目指します。

●東京藝術大学
●県立広島大学

●山口県立大学
●尾道市立大学

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人、就職して社会で活躍する人…。

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

BB類

広島修道大学 人文学部 １年
三原市立幸崎中学校出身
久保髙 昇吾くん
高校時代／硬式野球部

山口県立大学 社会福祉学部 １年
三原市立第三中学校出身
丸山 美優さん

福山市立大成館中学校出身
２年 岡田 音緒くん

福山市立駅家中学校出身
２年 井口 友貴くん

尾道市立高西中学校出身
３年 井上 真希さん

府中市立第一中学校出身
３年 中山 夢架さん

トップチームで

常に出場

したいです。

甲子園

優勝目指して

頑張ります。

志望校合格を

目指します。

文武両道で

頑張ります。

佐久間 迅人くん　2年A類

三原市立宮浦中学校出身│生徒会執行部

Ａ類に変わって、色々な人と共に切磋琢磨し、進路希望
をかなえたいです。

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。

学年が上がる際に

類変更可能

西原 悠真くん　２年Ａ類

三原市立第五中学校出身

国公立大学に進学したいと思い、Ａ類に変更しました。
Ａ類でさらに学力を向上させたいです。

1年

A類

2年

S類宇根 光聖くん　３年Ｓ類

尾道市立栗原中学校出身│サッカー部

Ｓ類への変更により受験勉強への意識が高まり、
日々の勉強の質が上がりました。

1年

A類

2年

S類野尻 あかりさん　３年Ｓ類

尾道市立高西中学校出身│吹奏楽部

部活と勉強の両立は大変ですが、毎日楽しく学校生活
を送っています。

1年

A類

2年

S類上利 海仁くん　３年Ｓ類

三原市立第五中学校出身│ハンドボール部

S類に変更して勉学への意欲がより一層高まりました。

1年

A類

2年

S類狩野 里帆さん　3年Ｓ類

尾道市立栗原中学校出身│ソフトテニス部

Ｓ類は、みんなが互いに第一志望に向けて高めあって
います。

1年

B類

2年

A類石川 幸生くん　3年Ａ類

三原市立第一中学校出身│生徒会執行部

クラス全員で第一志望合格をめざします。

1年

B類

2年

A類

1年

B類

2年

A類

1年

B類

2年

A類

1年

B類

2年

A類

小林 周斗くん　3年Ａ類

如水館中学校出身

難関私大に合格するために類変更しました。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

2年

A類

1年

B類

2年

A類

村井 海くん　3年Ａ類

広島大学附属三原中学校出身│生徒会執行部

将来の夢をかなえるために、１日１日を大切に計画を
たてて行動したいです。

阿草 拓巳くん　3年Ａ類

広島大学附属三原中学校出身

受験に向けてしっかりと勉強し、目標の大学に合格
したいと思います。

髙蓋 澪奈さん　3年Ａ類

福山市立城南中学校出身│生徒会執行部

発展問題を解くことが増え、学力が上がったと実感
しています。

２年Ｂ類／チアリーディング部
三原市立第四中学校出身
口井 桜子さん

島田 怜果さん　２年Ａ類

三原市立宮浦中学校出身

将来の視野を広げるためにも、これまでより勉強を
頑張りたいと思います。

1年

B類

2年

A類

この実
績！

如水館
高校の

総合進
学B類は
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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。

様々な講座の中から、
伸ばしたい科目や資格
取得のために自ら選択
し、学習できるところが
魅力的です。

１年Ｓ類／生徒会執行部・
　　　　 軽音楽部
東広島市立安芸津中学校出身
木谷 瑠梨さん

専攻科目では、伸ばし
たい教科や苦手な教科
など、自由に選択する
ことができ、普段の授業
よりも深く学習すること
ができます。

２年Ａ類／柔道部
尾道市立久保中学校出身
南郷 翼くん

自分が受験で必要な
科目を選択しています。
落ち着いた環境で集中
して授業に取り組めます。

３年Ａ類
三原市立第三中学校出身
山口 結衣さん

［左］西浦 由依先生（数学）
［中］木寺 恭平先生（理科）　
［右］織戸 誠一郎先生（地歴公民）　

専攻
学習
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、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。

専攻
留学

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！

Practical English
（少人数での英会話）

留 学 Practical English
（少人数での英会話）

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

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

29年度卒業
堀口 瑞季さん
小浜市立小浜第二中学校出身
関西学院大学
文学部 入学

約300万円 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。

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。

※渡航費含む
※1NZドル＝78円で換算 ※2017年度実績

如水館奨学金制度
授業料の納入を確認後、上記相当額を奨学金として支給する制度です。

●リンカンハイスクール
●ランギオラハイスクール
●ランギオラニューライフスクール

●リカトンハイスクール
●バーンサイドハイスクール
●ヒルモートンハイスクール

●カイアポイハイスクール
●ヴィラマリアカレッジ

留学前と留学後の
TOEICスコアの伸長例

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
732 英検準1級

600

500

400
300

留学前 留学後 3年次10月
生徒C
生徒B
生徒A

私立大学 海外大学国公立大学

●Ｓｉｍｏｎ Ｆｒａｓｅｒ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
　（カナダ）

●Macquarie University
　（オーストラリア）

●北京外国語大学（中国）

●上智大学

●法政大学

●創価大学

●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

●関西学院大学

●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

●高知大学

●県立広島大学

●広島市立大学

●北九州市立大学

主な
合格大学

他多数他

留学専攻専攻科目

プログラム費用

英語力を活かした国内・海外大学進学

4月 4月 12月 4月 3月1月
1年次 2年次 3年次

山中学園Ｓ号奨学金
(Ｐ２０参照)

×留学期間月数

進級について

現地で日本人スタッフが定期的にサポートします。

ニュージーランド現地でのサポート

留学専攻の英検準１級合格者

自分で選べる専攻科目！

全部でなんと74科目も開設されています！（平成３０年度実績）

○センター試験対策講座
○小論文講座 など 26科目

○基礎数学Ⅰ
○高校国語基礎から発展 など11科目

○英語検定講座［２級・準２級・３級］
○PC講座 など 7科目

○ビジュアルデザイン・イラスト講座

○文化講座［クッキング］ など 7科目

○進路探求講座
○ものづくり など 5科目

大学入試
対策には

資格取得
なら

趣味を
活かして

夢を
見つけよう！

高校の学習についていけるか
不安な人は

英語検定講座は２０２０年度大学入試共通テストにも対応！
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受講できるクラブ

私立大学

●明治大学

●立教大学

●成城大学

●神奈川大学

●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

●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

国公立大学

●愛媛大学

●県立広島大学

●奈良県立大学

●岡山県立大学

●尾道市立大学

主な
合格大学

他多数

［左］３年Ａ類 作田 彩さん 三原市立久井中学校出身
［中］３年Ｓ類 飯田 真佑里さん 尾道市立瀬戸田中学校出身
［右］３年B類 梶田 ユカリさん 福山市立大成館中学校出身

［左］３年Ａ類 作田 彩さん 三原市立久井中学校出身
［中］３年Ｓ類 飯田 真佑里さん 尾道市立瀬戸田中学校出身
［右］３年B類 梶田 ユカリさん 福山市立大成館中学校出身

●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）

※平成３１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！

センスある豊かな身体表現こそがDance！

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。

自己表現はコミュニケーション能力の基本！

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ための即興での

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。

歌う楽しさ×テクニック＝音楽力！

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。

パフォーマンス

ダンス

ミュージック

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。

［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 数々のTVドラマ・CM 他

［タレント］AKB48 他

硬式
野球部

３年Ｂ類
吉原 虎輝くん
東広島市立黒瀬中学校出身東広島市立黒瀬中学校出身

２年Ｂ類
藤原 陸飛くん
竹原市立吉名中学校出身竹原市立吉名中学校出身

３年Ａ類
湯川 健人くん
世羅町立世羅中学校出身世羅町立世羅中学校出身

２年Ｓ類
荒川 弥央さん
三原市立第五中学校出身三原市立第五中学校出身

２年Ａ類
黒田 怜佑くん
東広島市立向陽中学校出身東広島市立向陽中学校出身

３年Ｓ類
小手川 瑠伽さん
大分市立坂ノ市中学校出身大分市立坂ノ市中学校出身

３年Ｓ類
岩戸 桃香さん
如水館中学校出身如水館中学校出身

３年Ｂ類
若林 美海さん
広島市立口田中学校出身広島市立口田中学校出身

３年Ｂ類
河村 絋汰くん
府中市立府中中学校出身府中市立府中中学校出身

３年Ｂ類
山本 龍二くん
浜田市立浜田東中学校出身浜田市立浜田東中学校出身

３年Ａ類
梯 太一くん
福山市立城南中学校出身福山市立城南中学校出身

［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年度全国選手権広島大会［準優勝］

サッカー部

●平成28年度 広島県総合体育大会［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］

●平成29年度
　全国高校サッカー選手権広島大会［ベスト4］

吹奏楽部

●平成25～29年度広島県吹奏楽コンクールＡ部門［金賞］
　（通算16回Ａ部門金賞受賞）

●平成20～24・29年年度 全日本アンサンブルコンテスト
　中国大会出場（通算9回出場）

●平成29年年度　日本管楽合奏コンテスト高等学校Ｂ部門
　 (大編成部門)［優秀賞］

チア
リーディング

部

●平成29年
　中国四国チアリーディング選手権大会［優勝］(14連覇)

●平成29年 JAPANCUP2017
　チアリーディング日本選手権大会出場(16年連続)

●平成29年
　全国高等学校チアリーディング選手権大会［７位］

空手道部

●平成27年度
　県総体 男女団体個人形・組手８種目［優勝］

●平成29年度 県総体 女子団体組手［優勝］(５連覇)

●平成29年度 全国高校総体
　女子団体組手・女子個人組手・男子個人形 出場

男子
バスケット
ボール部

●平成28年度 県総体［３位］

●平成28年度 全国高校選抜大会広島県大会［準優勝］

●平成29年度 県総体［準優勝］

●平成29年度 全国高校選抜大会広島県大会［準優勝］

最大

6単位

主な
進路先

クラブ

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。

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

スポットライトの向こうに

自分の夢が広がっている！

専攻 専攻
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専攻

機械
システム

進 学

●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）

●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

●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

●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）

主な
進路先

資格にチャレンジ！

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。

 他 地元企業多数 他多数

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３４名に対し求人数は５２０社（平成２９年度）。

過去３年間の高卒離職率は機械システム科1.3%！過去３年間の高卒離職率は機械システム科1.3%！

社会ですぐ役立つ資格

〈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

卒業生からのメッセージ

如水館の先生は生徒としっかり向き合って
くれるので、自分のやりたいことにしっかり
取り組めます。様々な専攻やクラブ活動の
中から自分に合ったものを見つけ、夢に向かっ
て突き進んでください。

鴨木 美月さん
県立広島大学 経営情報学部 1年
高校時代／ダンス部
三原市立宮浦中学校出身

私は英検取得に力を入れました。近年は多く
の大学が英語4技能テストを試験に利用して
います。現に私も以前取得していた英検の
おかげで私立に合格でき、二次の勉強が落ち
着いてできました。

藤川 未有さん
神戸市外国語大学 外国語学部英米学科 1年
高校時代／ＥＳＳ
世羅町立世羅中学校出身

私は如水館には6年間お世話になりました。
高校時は特進S類でしたが勉強ばかりでは
なく、様々な面でやりたいことを仲間たちと
共有して全力で打ち込める、そんな環境に
身を置くことができたというのが非常に良かった
と思っています。皆さんもぜひこの如水館と
いう環境を活かしてやりたいことに全力を尽く
して頑張ってください。

岡村 快さん
京都大学 大学院 理学研究科
如水館中学校出身

永井 利也さん
東京大学 大学院 薬学系研究科
如水館中学校出身

如水館で過ごした３年間で私の体育教師に
なるという１つの目標を達成することができま
した。それは３年間の間に多くの先生方が
親身に私の成長の手助けをしてくださった
おかげだと思います。

神野 泰央さん
静岡産業大学 経営学部スポーツ経営学科 卒業
如水館高等学校勤務 保健体育教員　サッカー部担当
高校時代／サッカー部
福山市立城北中学校出身

勉強だけではなく部活動や生徒会活動から
得たものなど、様々な経験が今の勉学に励む
きっかけとなっています。高校3年間という
短い時間を使って、興味を持った事にたくさん
チャレンジして欲しいです。

中川 岳人くん
早稲田大学 商学部 1年
高校時代／ソフトテニス部
三原市立第二中学校出身

如水館は各地から生徒が集まっています。
また、勉強や部活動、留学など多岐にわたって
力を入れているので、色々な人がいます。
そのため自らの価値観を広げ、多くを学ぶこと
ができました。

後藤 悠大くん
山口大学 経済学部 1年
高校時代／バスケットボール部
尾道市立御調中学校出身

舞台芸術も留学も一見何の関係もないよう
ですが、就職試験の際とても強みになりま
した。如水館はやりたいことを応援してくれる
学校です。どんなことにも背中を押してくだ
さった先生方に心から感謝しています。

正木 朝さん
尾道市役所勤務
高校時代／ダンス部・インターアクトクラブ
如水館中学校出身

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。

石本 優花さん
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
高校時代／剣道部
如水館中学校出身

私は選択授業で英語を好きになり、また英語
のスピーチ大会や体操部での経験で大きく
成長しました。高校でも、私が望む進路の
実現に最善を尽くしてくださる先生や友達の
支えのもと第一志望に進学できました。如水館
には夢中になれるもの、環境がある！

横山 睦さん
同志社大学 商学部 1年
高校時代／放送部
如水館中学校出身

どんなときでも真摯に私たちと向き合ってくれる
先生方、色々な価値観をもった友人たち、
そしてそれぞれの目標にあったカリキュラム
など、自分の夢を実現する環境が整っていた
からこそ、志望校に合格することができました。

政岡 愛衣さん
岡山大学 医学部 保健学科 1年
高校時代／ＥＳＳ
如水館中学校出身

自分の目標達成に対し、模試ごとに綿密な
計画を立て実行・省察を繰り返しました。届か
ぬ目標と初めは思っていた志望校ですが、
合格を手にしたときは実践してきたことに自信
を持ちました。「彼を知り己を知れば百戦殆
からず」です。

伊集院 浩紀くん
国際教養大学 国際教養学部 １年
高校時代／ハンドボール部
三原市立久井中学校出身

私には、新しい薬を作り難病に苦しむ人々を
助けたいという夢があります。これを実現する
には有機化学の力が必要です。現在、人類が
有する有機化学のレベルを引き上げるべく、
研究に励んでいます。皆さんも如水館で夢を
見つけ、突き進んでみましょう。

全国
平均 40.9%
平成28年厚生労働省統計

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。

夢は、

ものづくりのスペシャリスト！

実習を通して楽しく機械
について学ぶことができ、
色々な資格を取得でき
ます。

３年機械システム専攻
ロボット研究部
三原市立第五中学校出身
天田 晴輝くん

資格を取り就職に役立
てたいです。弓道部も
がんばりたいです。

３年機械システム専攻
弓道部
尾道市立美木中学校出身
高垣 幸心くん

機械システム専攻のいい
ところは、就職に必要な
技術や礼儀を学べるとこ
ろです。

２年機械システム専攻
陸上部
尾道市立高西中学校出身
川人 脩矢くん
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CLUBCLUB
運動部

女子バスケットボール部
● 平成29年度 県秋季大会［ベスト１６］
● 平成29年度 県新人大会［ベスト８］

女子バスケットボール部
● 平成29年度 県秋季大会［ベスト１６］
● 平成29年度 県新人大会［ベスト８］

平成28年度 県総体
男子800ｍ［3位］／
男子5000ｍ［５位］

●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］

平成29年度 県総体
男子個人総合［５位］／女子団体総合［4位］

平成29年度 全国高等学校
ゴルフ選手権春季大会
個人の部出場

●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］

●平成28年度 広島県総合体育大会 男子個人戦［５位］
●平成29年度 中国剣道選手権大会 女子個人出場

1年Ａ類 石川 遥都くん
如水館中学校出身

３年Ｂ類 池田 有輝くん
尾道市立因北中学校出身

３年Ｓ類 上利 海仁くん
三原市立第五中学校出身

３年Ａ類 新原 康平くん
三原市立大和中学校出身

２年Ｓ類 横田 偉くん
如水館中学校出身

２年Ｓ類 森上 悦翔くん
世羅町立世羅中学校出身

２年Ｂ類 中田 悠太くん
東広島市立高屋中学校出身

２年Ｓ類 占部 太一くん
福山市立向丘中学校出身３年Ａ類 河原 睦樹くん

三原市立宮浦中学校出身

２年Ｂ類 平原 成浩くん
大崎上島町立大崎上島中学校出身

３年Ｂ類 金谷 和寿くん
世羅町立世羅中学校出身

２年S類 高岡 聖くん
如水館中学校出身

２年Ｂ類 後 颯人くん
三原市立本郷中学校出身

３年Ａ類 馬屋原 軌一くん
福山市立
新市中央中学校出身

３年Ｂ類 豊田 慎吾くん
府中市立府中明郷中学校出身

３年Ｂ類 村上 龍耶くん
尾道市立因島南中学校出身

３年Ｂ類 渡邊 啓斗くん
東広島市立
八本松中学校出身

1年S類 細井 映生さん
如水館中学校出身

３年Ｂ類 井上 真希さん
尾道市立高西中学校出身

３年Ｂ類 三上 舞さん
尾道市立高西中学校出身

２年Ｂ類 吉田 知加さん
三原市立第二中学校出身

［左］３年Ａ類 市川 唯菜さん
　　広島市立清和中学校出身
［中］３年Ａ類 谷口 佳乃さん
　　如水館中学校出身
［右］３年Ａ類 玉垣 マリモさん
　　大分市立大在中学校出身

［左］３年Ｓ類 池下 愛実さん
　　如水館中学校出身
［右］３年Ａ類 夏目 萌絵さん
　　東広島市立西条中学校出身

［左］２年Ａ類 寳田 一伸くん
　　岡山市立御南中学校出身
［右］２年Ｂ類 中本 陽介くん
　　府中町立府中緑ヶ丘中学校出身

「日々の努力は今日のため」を
モットーに、稽古に励んでいます。
「日々の努力は今日のため」を
モットーに、稽古に励んでいます。

男子に限らず女子も
活躍できる競技です。
ぜひ体験に来てください。

男子に限らず女子も
活躍できる競技です。
ぜひ体験に来てください。

個人競技でも団体競技でも
楽しめるスポーツです。
個人競技でも団体競技でも
楽しめるスポーツです。

【男子】部員のほとんどが初心者です。
　　　 礼儀・マナー・挨拶を大切にしています。
【女子】経験者はもちろん、初心者の人も大歓迎です。

【男子】部員のほとんどが初心者です。
　　　 礼儀・マナー・挨拶を大切にしています。
【女子】経験者はもちろん、初心者の人も大歓迎です。

【男子】全国大会出場を目指し頑張っています。
　　　 僕たちと一緒にバスケットをしてみませんか。
　　　 やる気のある方、待っています。
【女子】1に勉強、2に手伝い、3にバスケで後はなしを
　　　 モットーとして日々練習に励んでいます。

【男子】全国大会出場を目指し頑張っています。
　　　 僕たちと一緒にバスケットをしてみませんか。
　　　 やる気のある方、待っています。
【女子】1に勉強、2に手伝い、3にバスケで後はなしを
　　　 モットーとして日々練習に励んでいます。

合気道をやったことのない人でも
大歓迎です。
合気道をやったことのない人でも
大歓迎です。

部員全員、高校から始めた初心者なので
運動の苦手な人でも大歓迎です。
部員全員、高校から始めた初心者なので
運動の苦手な人でも大歓迎です。

全国大会を目標として、練習に励んでいます。
サッカーだけでなく
社会に出て通用する人を目指しています。

全国大会を目標として、練習に励んでいます。
サッカーだけでなく
社会に出て通用する人を目指しています。

休日には試合形式の練習もやっています。
目標は尾三地区ベスト４入賞です。
経験者も初心者も大歓迎です。

休日には試合形式の練習もやっています。
目標は尾三地区ベスト４入賞です。
経験者も初心者も大歓迎です。

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、見学に来てください。
部員一同お待ちしています。

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、見学に来てください。
部員一同お待ちしています。

個性豊かで団結力のある、元気のあるチームです。個性豊かで団結力のある、元気のあるチームです。

先生が一人ひとりに
合わせた指導をしてくださるので、
安心して楽しく体操ができます。

先生が一人ひとりに
合わせた指導をしてくださるので、
安心して楽しく体操ができます。

初心者の方でも基本からしっかり練習できます。初心者の方でも基本からしっかり練習できます。

目標は
中国大会と全国大会に
出場することです。

目標は
中国大会と全国大会に
出場することです。

練習すれば誰でも楽しくできます。
私たちと一緒に「如水の華」になりましょう。
練習すれば誰でも楽しくできます。
私たちと一緒に「如水の華」になりましょう。

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。
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。

［上］２年Ａ類 王野 茉桜さん
　　尾道市立吉和中学校出身
［下］３年Ａ類 宇根 あいかさん
　　広島大学附属三原中学校出身
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CLUBCLUB
文化部

● 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
● 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

● 平成29年度 広島県環境月間ポスター［入選］
● 平成29年度 高校生デザイン大賞［奨励賞］［入選］
● 平成29年度 愛鳥週間ポスター［特選］
● 平成29年度 広島県高等学校デザインコンクール［奨励賞］［入選］
● 平成29年度 広島県高等学校絵画・彫刻コンクール［学校賞］［個人特別賞］［奨励賞］

● 平成29年度 広島県環境月間ポスター［入選］
● 平成29年度 高校生デザイン大賞［奨励賞］［入選］
● 平成29年度 愛鳥週間ポスター［特選］
● 平成29年度 広島県高等学校デザインコンクール［奨励賞］［入選］
● 平成29年度 広島県高等学校絵画・彫刻コンクール［学校賞］［個人特別賞］［奨励賞］

● 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］
● 平成29年度 近県書き初め展
　　　　　　 ［文部科学大臣賞］［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］
● 平成29年度 近県書き初め展
　　　　　　 ［文部科学大臣賞］［中国新聞社賞］［福山書道連盟賞］

演奏技術を向上させるだけでなく、
仲間と協力する大切さや、
目標に向かって努力した時の達成感を
感じることができます。

演奏技術を向上させるだけでなく、
仲間と協力する大切さや、
目標に向かって努力した時の達成感を
感じることができます。

３つのバンドが活動しています。
初心者でも大歓迎です。
３つのバンドが活動しています。
初心者でも大歓迎です。

絵の上手い下手は関係ありません。
高校から美術部に入部する人も多いです。
絵の上手い下手は関係ありません。
高校から美術部に入部する人も多いです。

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。

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。

普段は展覧会や総合文化祭に向けて
作品作りをしています。
普段は展覧会や総合文化祭に向けて
作品作りをしています。

自分らしく楽しく写真を撮ることを
目標にして日々活動しています。
自分らしく楽しく写真を撮ることを
目標にして日々活動しています。

水明祭や運動会で司会や実況をします。
興味のある人は、
昼休憩に放送室に来てください。

水明祭や運動会で司会や実況をします。
興味のある人は、
昼休憩に放送室に来てください。

楽しく明るく元気よく、
やる時にはやる、
切り替えを大切にしているクラブです。

楽しく明るく元気よく、
やる時にはやる、
切り替えを大切にしているクラブです。

とても楽しいクラブです。
おいしいお茶とお菓子を
用意して待っています。

とても楽しいクラブです。
おいしいお茶とお菓子を
用意して待っています。

他の部活と兼ねている人も多いです。
初心者でも大歓迎です。
他の部活と兼ねている人も多いです。
初心者でも大歓迎です。

ペットボトルのキャップや
古ハガキを回収することで、
各ボランティア団体に貢献しています。

ペットボトルのキャップや
古ハガキを回収することで、
各ボランティア団体に貢献しています。

生徒の皆さんの意見をどんどん
取り入れていくために意見ＢＯＸを作りました。
如水館を笑顔あふれる学校にしていきましょう。

生徒の皆さんの意見をどんどん
取り入れていくために意見ＢＯＸを作りました。
如水館を笑顔あふれる学校にしていきましょう。

３年Ｓ類 前谷 万柚子さん
如水館中学校出身

２年Ｓ類 藤田 花さん
近畿大学附属広島中学校
福山校出身

３年Ｂ類 木村 美波さん
三原市立第五中学校出身

２年Ｓ類 佐々木 捺美さん
三原市立第五中学校出身

３年Ｓ類 飯島 小雪さん
如水館中学校出身

２年Ｓ類 高橋 花鈴さん
如水館中学校出身

２年Ａ類 西山 未夢さん
ノートルダム清心中学校出身

３年Ａ類 橘髙 未羽さん
如水館中学校出身

２年Ｓ類 藤田 花さん
近畿大学附属広島中学校
福山校出身

２年Ａ類 加戸 萌美さん
尾道市立御調中学校出身

３年Ｂ類 中廣 千沙希さん
三原市立第五中学校出身

３年Ａ類 井出 愛音さん
如水館中学校出身

１年Ｓ類 山田 明弘くん
如水館中学校出身

２年Ｓ類 河口 蒼一朗くん
三原市立第四中学校出身

２年Ｓ類 武田 陽平くん
三原市立第四中学校出身

３年Ａ類 村井 海くん
広島大学附属三原中学校出身

［左］３年Ａ類 川口 栄理香さん
　　三原市立第二中学校出身
［右］３年Ａ類 作田 彩さん
　　三原市立久井中学校出身

［左］３年Ｂ類 河知 真憂さん
　　広島大学附属三原中学校出身
［中］３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
［右］３年Ｂ類 島谷 紗佳さん
　　広島大学附属三原中学校出身

［左上］３年Ａ類 得納 ほのかさん
　　　世羅町立世羅中学校出身
［左下］１年Ａ類 河野 美羽さん
　　　尾道市立向島中学校出身
［右上］１年Ａ類 末成 綾音さん
　　　東広島市立西条中学校出身
［右下］２年Ａ類 村尾 心くん
　　　三原市立第五中学校出身

［左上］３年Ａ類 得納 ほのかさん
　　　世羅町立世羅中学校出身
［左下］１年Ａ類 河野 美羽さん
　　　尾道市立向島中学校出身
［右上］１年Ａ類 末成 綾音さん
　　　東広島市立西条中学校出身
［右下］２年Ａ類 村尾 心くん
　　　三原市立第五中学校出身

●平成11～29年度
　全国高等学校ロボット競技大会 19回連続出場
●平成29年度 全国高等学校ロボット競技大会［６位］

●平成11～29年度
　全国高等学校ロボット競技大会 19回連続出場
●平成29年度 全国高等学校ロボット競技大会［６位］

ゲームなどで操縦の得意な人、
機械の分解が好きな人は、ぜひ入部してください。
ゲームなどで操縦の得意な人、
機械の分解が好きな人は、ぜひ入部してください。

３年Ｂ類 天田 晴輝くん
三原市立第五中学校出身

３年Ｂ類 白木 孝英くん
如水館中学校出身
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自分の学力を伸
ばすため、１日中
勉強に励みます。
賢くなったかな？

全校生徒の前で
練習の成果を発揮。
緊張したけど、忘れ
られない思い出に
なりました！

クラス全員で１つの
曲を作り上げます。
体育館の中に美し
いハーモニーが響
き渡ります♪

入学して初めての
大きな行事です！
先輩、後輩が一丸
となって優勝を
目指します！

苦手なところを補
い合って、1食の
料理を作ります。
美味しかったです！

晴天の下、色とり
どりの筆がキャン
バスを彩ります。
一筆一筆、心を込
めて描きます！

チームで団結して
ボールをつなぎま
す。レシーブ、トス、
アタックの三段攻撃！
青春の汗がきらめく
１日です。

４月から汗と涙の練習
を繰り返して立った舞
台は、達成感と喜び
が溢れる！半年頑張っ
た成果だー！人として
も成長できる舞台芸
術はサイコーでーす！

ＳＡ類は沖縄へ、Ｂ類
は東京へ行きました。
4日はあっという間
で、良い思い出もたく
さんできました。また
行きたいな～。

限界を越えろ！
全力を出してゴール
まで、駆け抜けま
　 しょう。

1年分の授業の
復習をします。
苦手なところは
早めに克服！！

44
55
66

88

9999

77

11
33

1010

1111

SCHOOLL
IFE

SCHOOLL
IFE
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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。

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。

指定校推薦（指定校推薦対象校）

指定校推薦を利用して大学進学した卒業生

英検準１級合格！(来年度専攻科目に英検準1級講座開設)

●早稲田大学
●法政大学
●関西大学
●京都産業大学
●近畿大学

●日本大学
●専修大学
●成城大学
●神戸学院大学
●武庫川女子大学

●神戸女学院大学
●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１８２大学９０８名の枠（平成２９年度実績）

各類共通

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、または英検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、または英検準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、クラブ活動奨学生でクラブ
活動をやめた場合、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１８２大学９０８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！

武庫川女子大学
文学部 英語文化学科 1年
三原市立第二中学校出身
高校時代／チアリーディング部
村岡 このみさん

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、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。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、英語独特の言い
回しを用いて練習しています。 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
にしたり、英検やＴＯＥＦＬを教材
として、英文を書く練習をして
います。

平成２８年度取得
（取得学年／２年）
［難関特進Ｓ類／学習専攻］
上智大学 外国語学部 入学
府中市立府中中学校出身
田頭 穂香さん

平成２８年度取得
（取得学年／２年）
［難関特進Ｓ類／学習専攻］
神戸市外国語大学 外国語学部 入学
世羅町立世羅中学校出身
藤川 未有さん

平成29年度取得
（取得学年／3年）
［難関特進Ｓ類／学習専攻］
国際教養大学 国際教養学部 入学
三原市立久井中学校出身
伊集院 浩紀くん

平成29年度取得
（取得学年／3年）
［難関特進Ｓ類／留学専攻］
関西学院大学 文学部 入学
小浜市立小浜第二中学校出身
堀口 瑞季さん

チアリーディング部での活動を
通して仲間との絆、努力は裏切ら
ないこと、継続することの大切さ
など、たくさんのことを学びました。
進路も指定校推薦制度で第一
志望の大学に合格することが
できました。これからも夢に向かって
チャレンジしていきます。

早稲田大学 商学部 ２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
吹奏楽部に所属し、勉強とクラブ
の両立を目指し時間の使い方を工夫
しました。指定校推薦入試には
小論文と面接練習を効率的に上
達できるよう意識し、先生方にアド
バイスをいただいたことは必ず次回
までに完璧にしておくように取り組
みました。第一志望校に合格でき、
充実した高校生活が送れました。

英検準１級合格の指導について

学校から

徒歩5分

ネクタイ・リボン以外は

中学校・高等学校

共通です。

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

前川深町寮

全寮協加盟

進路スケジュール

充実したおいしい食堂メニュー
『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。

如水館高等学校の
制服

学校生活をサポートする充実した施設。

校内の施設案内図

英検準1級
取得指導

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。
学生寮

● 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）

4月

● 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

5月

● 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）

6月

● 進研模試
 （Ｓ・Ａ類／１～３年,Ｂ類／３年）
● 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
● 夏期講習（前期）
● 小論文対策セミナー（３年）

7月

● 夏期講習（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）
● 就職セミナー（３年就職希望者全員）

8月

● 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

9月

● 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）

10月

● 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

11月

● 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）

12月

● 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）

1月

● 国公立大学二次試験開始
● 進路ガイダンス（S・A・B類／2年）2月

● 国公立大学合格発表
● パンフレット配布会3月

『如水館』の生徒専用の寮で

学校と提携した民間寮です。

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。

●尾道市役所
●消防士（福山市）
●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）
●日本郵便株式会社

●三原医師会病院
●興生総合病院
●（株）シーエックスカーゴ
●（株）広越
●（株）金曜社
●（株）むさし

●（株）エスワングループ 尾道レスポワール
●日東電工（株）
●住友電気工業（株）
●ホーコス（株）
●日本通運（株）

普通科からの主な就職先（平成２７～２９年度実績）
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この間3便5台運行

［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30年度 就学支援金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

早朝便もあるので
クラブ活動の朝練にも参加できます。

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 → 新尾道駅 8：12 →
→ 竹屋口 8：14 → 松岡団地口 8：16 →
→ 三成 8：21 → 如水館 8：34

［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 7：25 → 三原駅 7：48

［JRを使う場合］

松永駅南口 7：55 → ゆめタウン 7：57 →
→ バイパス東口 8：08 → 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

市出張所 8：06 → 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30年4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 7：10 → 竹原駅 7：25 →
→ 忠海駅 7：38 → 須波駅 7：55 →
→ 三原駅 8：03

安芸津・竹原・忠海駅から通学6

如水館

三原

7:507:50

8:03

1

甲山

如水館まで
70分

10

久井

如水館まで
55分

9

須 波
7:55

因島

如水館まで
79分

忠海

7:38

6

如水館まで
62分

竹 原

7:25

6

如水館まで
75分

安 芸 津

7:10

6

如水館まで
90分

11
向 島

如水館まで
37分

40分

4分

34分20分

40分

御 調
7

如水館まで
21分

府中
8

如水館まで
48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

6:52

八 本 松

7:06

西 条

7:13

5
西高屋

7:18

河 内

7:32

JR福塩線

138,000円
兄弟姉妹がいる

８４,０００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）

尾道・三原方面から

中・高合計で

１４０名以上の生徒が

自転車通学しています。

6月17日（日）

7月 8日（日）

9：00～12：00　本校

9：00～12：00　本校

11月3日（祝） 9：00～12：25
本校・東広島・福山

10月14日（日）

10月21日（日）

9：30～12：30 本校

9：30～12：30 本校

Come on
everyone!

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（2台）

ACCESSACCESS
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