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英語 数学 国語 （理社） 時事問題

クラス担任が生徒一人ひとりと
面談し、個々が抱えている悩みを
聞いたり、今後の目標の設定、学
習についてのアドバイスを、年間
５回実施。本校は、1クラスあたり
担任・副担任2名でサポート。

成長にも学習にも個性がある

生徒一人ひとりのための「6ヶ年計画」

充実した授業時間数を確保

1日7校時

奇数週土曜日に4校時の授業を実施

基礎基本の定着を確実に

各教科とも

小テストおよび補習を実施

System
Josuikan.Jr.High School.Jump Up

如水館オリジナルの
サポートシステムで

6年間、生徒一人ひとりを
しっかりと伸ばします。

面談サポート
毎朝10分間小テストを実施。
日々の家庭学習の定着や、時事
問題への関心を高めるととも
に、授業の達成度を確認します。
また、目標を達成できない生徒
には教員がサポートします。

Step up テスト
毎日の自分の生活をしっかりと
振り返り、次の日につなげるこ
とで基本的生活習慣を確立し
ます。

School Diary
FINEシステム（ベネッセ）とタイ
アップしながら、年間5回アンケ
ートを実施。家庭・学校生活の振
り返りと授業の理解度確認を行
い、次のステップにつなげます。

学習実態アンケート

中学では週に４時間、学習演習・英語国際・舞台芸術・スポーツ、これらの中から、生徒自ら選択
し、各グループに分かれて学習を行います。自ら学ぶ意欲を向上させるとともに、生徒の可能性
をどんどん伸ばす、本校の特色ある授業です。また、中学の選択授業は高校で「専攻科目」とい
う授業になり、週に６時間、選択の幅が増え、より専門性が増した授業が展開されます。

選択授業の実施

選りすぐりの講師の講演を3年間で10回行います。様々な分
野のお話は、成長期の生徒の心をくすぐり、向上心のある人間
へと育んでくれます。また、保護者への講演会も毎年実施し、親
もともに成長する機会をつくります。

珠玉の講演10

アクアグローバルアカデミー代表
石田孝志先生毎週火曜日～金曜日 10：00～18：00　三原市城町1-4-21 三原駅前広場南側

読書は「人間」や「世界」について考える際に、大きなヒントを与
えてくれるものです。中学３年間で課題図書を２４冊読むこと
を通して、生徒たちは自分自身のことや自分に関わる世界のこ
とについて知り、考えを広げることができるようになります。

「読書する」ことは「他人を学ぶ」こと

学習・クラブ活動・人間関係など、生徒のかかえている課題について、
カウンセリングにより問題解決のサポートをします。また、自己実現に
向けたカウンセリングを通して、「なりたい自分」になるためのサポー
トをします。

如水館教育相談センター

2 つ のコースと高 校 へ のつながり

国公立大学や難関私立大学への
進学を目指します

思考力や論理力を鍛え
より深い学習をしたい

難関特進

S類

推薦入試やアラカルト方式を使った
国公立大学への進学や
中堅私立大学への進学を目指します

特進

A類

指定校推薦や公募制推薦を使った
私立大学への進学や
就職試験合格を目指します

総合進学

B類

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

学習演習選択

中学校 高等学校

ネイティブの先生から英語を学び
国際理解を深めたい

英語国際選択
（ＡＢ類ジュニアコースの生徒のみ選択可）

歌やダンスを通して
表現力を身につけたい 舞台芸術選択

さまざまなスポーツにふれ
心と体を鍛えたい スポーツ選択

ジュニア
（応用クラス）

S類

ジュニア
（標準クラス）

AB類

カリキュラムイメージ 月

SHR 8：55～9：05

小テスト

情報 数学 英語 理科 国語 国語

英語 英語 国語 保健体育 社会 （書道）

音楽 中学
選択授業

数学 中学
選択授業

美術 理科

社会 数学演習 数学 理科

国語 理科 英語 社会 英語

保健体育 社会 特別活動 英語 保健体育

読書 国語 道徳 数学演習 理科

8：45～8：55

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 水 木 金 土

■カリキュラムイメージ（中学３年生の例）
土曜日は奇数週が授業日です。

※高等学校は火曜日と木曜日の６・７校時および土曜日のすべてが専攻科目

如水館6ヶ年教育
如水館中学の授業は、豊かな想像力を育み、「6ヶ年」を意識した充実の内容です。
基本や基礎を大切にしながら、プラスアルファの内容で個性を大切に伸ばしていきます。

※高校進学時に新規に科目登録をしますので、中学で受講する選択授業を別の専攻科目に変更してもかまいません。

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者を輩出

東京大学へ２年連続現役合格者を輩出

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
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そ の 他 の 成 績

国語科 ●平成２６年度 全国読書感想文コンクール（椋鳩十文学記念館賞）［特選］
●平成２６年度 「三原のこどもたち」作文コンクール［最優秀賞］
●平成２８年度 広島県小・中学生書道コンクール［努力賞］ ２年 宮之原 仁美さん（竹原市立竹原小学校出身）
●平成２８年度 中学生の「税の作文」コンクール［優秀賞］ 昨年度３年 平 彩水さん（福山市立今津小学校出身）

数学科 ●数学検定グランプリ［金賞］

英語科 ●平成１９～２１、平成２５年度 三原市中学生英語スピーチコンテスト［最優秀賞］
●［英検２級取得］昨年度３年 平 彩水さん（福山市立今津小学校出身）

漢字検定［2級合格］
昨年度３年 和田 征士くん
尾道市立日比崎小学校出身

漢字検定［準2級合格］ 英語検定［2級・準2級合格］ 平成２６年度 三原市中学生
英語スピーチコンテスト［最優秀賞］

平成２６～２８年度
近県書き初め展団体［入賞］

平成２８年度
未来の科学の夢絵画展［学校賞］

平成２８年度
「家族のきずなエッセイ」［入賞］

勉強はもちろんだけれど、今しかできないこともしっかりやりたい

文武両道如水館

課 題 図 書 一 覧
学期

秋山 仁
重松 清
野坂 昭如

もっとデッカイ世界があるぞ
くちぶえ番長
風になったお母さん

社会
友情
平和

1

宮本 雅史
ひのまどか

教科書より
「電池が切れるまで」の仲間たち
ベートーヴェン

文芸
命

人物
2

水上 勉ブンナよ木からおりてこい
私の選んだ本

社会
環境3

テーマ 図書名 作者

1
年
生

さくらももこ
黒柳 徹子
長田 新

ももこの世界あっちこっちめぐり
窓際のトットちゃん
わたしがちいさかったときに

社会（世界）
人物・友情

平和
1

夏目 漱石
井村 和清
斎藤 喜博

坊ちゃん（教科書より）
飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ
君の可能性

文芸作品
命

社会（学校）
2

シュナーベル
槌田 劭

悲劇の少女アンネ
地球をこわさない生き方

平和
環境3

2
年
生

林 慧樹
吉村 作治
原 民喜

いじめ　14歳のメッセージ
ピラミッドは語る
夏の花

命
社会
平和

1

瀧本哲史

澤地 久枝

ミライの授業
いま、この研究がおもしろい
おとなになる旅

人物
社会
平和

2

司馬 遼太郎
川端 康成

十六の話
伊豆の踊子／骨拾い

環境
文芸作品3

3
年
生

平成28年度如水館中学校 漢字検定取得者数

中１
（Ｓ・ＡＢ類ジュニアコース合計）

2級
（高校卒業レベル）

17人 23人
16人 8人

4人 16人 32人 16人
4人 12人 17人 3人

1人 5人 17人 6人 7人

準２級
（高校在学レベル）

３級
（中学卒業レベル）

４級
（中学在学レベル）

５級
（小６レベル）

中１
（Ｓ類ジュニアコースのみ）

中2
（Ｓ・ＡＢ類ジュニアコース合計）

中2
（Ｓ類ジュニアコースのみ）

中3
（Ｓ・ＡＢ類ジュニアコース別けなし）

学業に励むことは大切。けれども、他の様々なことにも一生懸命がんばりたい。如水館は、がんばる一人ひとりを応援します。

中学校の全学年で英検をサポートします。如水館
で作成した様々なオリジナルの教材を使いながら
面接の練習をします。答えとなる文章の整理や英
検でよく使う単語について、練習します。授業では
英検に対応した英文を聞き、聴く力の上達を目指
しています。希望があれば、放課後のトレーニング
も行っています。

アフソ・ブライアン先生
「英語をしっかり覚える方法は、会話である」という考え方に
よって、英検に役立つカリキュラムが組まれています。各学
期の期末試験にも英検での面接に使われる質問や返答
が入っています。英検３級・準２級・２級の２次試験（面接試
験）のために放課後を使い特別練習を行っています。挨拶
をはじめ、代名詞や進行形の使い方、質問に対する正しい
返答方法など、すらすらと対応できるように訓練しています。

マイケル・ベイスティング先生

英検指導方法について

如水館中学校Ｓ類ジュニアコースでは、

中３終了時までに英検準２級全員合格を

目指しています。

２年
田頭 慶洋くん
尾道市立因北小学校出身

平成２８年度
「家族のきずなエッセイ」［入賞］

２年
高橋 幸之介くん
尾道市立浦崎小学校出身 ［左］平成２８年度 未来の科学の夢絵画展

　　［広島県発明協会備後支会長賞］　
　　２年 久田 海斗くん 尾道市立高須小学校出身

［右］平成２８年度 広島県科学賞［努力賞］
　　３年松浦 琉衣くん 尾道市立御調中央小学校出身

●平成２６年度 県選手権［ベスト８］
●平成２６年度 県総体［ベスト８］
●平成２７年 秋季三原市内大会［優勝］

サッカー部
●平成２７年度 中四国大会［準優勝］
●平成２８年度 中四国大会［優勝］

チアリーディング部

全国中学生アイデアロボットコンテスト
●平成２６年度…［３位］［審査員特別賞］
●平成２７年度…［準優勝］
　　　　　　　 ［厚生労働大臣賞］
●平成２８年度…［３位］
　　　　　　　 ［日本産業教育技術学会長賞］

ロボット研究部

美術部

３年 細井 映生さん
三原市立三原小学校出身

３年 飯塚 悟至くん
世羅町立甲山小学校出身

昨年度３年 高岡 聖くん
三原市立田野浦小学校出身

●平成２８年度 全国空手道選手権大会
　個人組手準優勝
●平成２８年度 東アジアJr＆cd
　空手道選手権大会女子個人組手
　（－47㎏級）［金メダル］

空手道部

昨年度３年 高橋 花鈴さん
尾道市立浦崎小学校出身

［左］昨年度３年 明上 歩さん
　   尾道市立御調中央小学校出身

［右］昨年度３年 浮田 唯華さん
　   尾道市立吉和小学校出身

［左］１５００ｍ［２位］／８００ｍ［２位］
　   ３年 香川 太一くん
　   尾道市立高須小学校出身

［右］１５００ｍ［１位］
　   ３年 大平 敏綱くん
　   尾道市立高須小学校出身

宮之原 仁美さん
竹原市立竹原小学校出身

［左］昨年度３年 竹中 杏さん
　   尾道市立三成小学校出身

［右］昨年度３年 川﨑 麗奈さん
　   東広島市立八本松小学校出身

●平成２８年度 南部地区春季大会［優勝］
●平成２８年度 県選手権出場
●平成２８年度 南部地区夏季大会［２位］
●平成２８年度 総体出場

女子バスケットボール部

●平成２７年度 全国空手道選手権大会出場
　男子団体組手／女子個人組手［３位］
●平成２８年度 全国空手道選手権大会出場
　男子個人形／男子個人組手
　女子個人組手［準優勝］
　男子団体組手／女子団体組手

空手道部

●平成２８年度南部地区春季大会
　男子団体［２位］
●平成２８年度南部地区夏季大会
　男子団体［３位］／男子個人［３位］

剣道部
平成２８年度県総体
６６㎏級［２位］

柔道部

●平成２７年度 県総体女子団体［４位］
●平成２８年度 県総体女子団体［４位］

体操部

昨年度３年
宮中 凜くん
廿日市市立阿品台西小学校出身

昨年度３年
澤田 和輝くん
三原市立沼田東小学校出身

●平成２６年度 南部地区春季大会［優勝］
●平成２６年度 県選手権出場
●平成２７年度 県選手権出場 県総体出場
●平成２８年度 南部地区春季大会［２位］
●平成２８年度 県選手権出場
●平成２８年度 南部地区夏季大会優勝
●平成２８年度 県総体出場

男子バスケットボール部

●平成２５年度 近県書き初め展
　［福山書道連盟賞］
●平成２６年度 近県書き初め展
　［福山商工会議所会頭賞］

●平成２８年度
　広島県小・中学生書道コンクール［努力賞］

書道部

平成２８年度 愛鳥週間ポスター
［連盟会長賞］受賞

●平成２６年度

●平成２６年度

●平成２７年度

●平成２８年度

●平成２８年度

●平成２５・２６・２７年度

広島県緑化ポスター原画
コンクール［特選（県知事賞）］
広島県ジュニア美術展
絵画系［奨励賞］／彫刻系［奨励賞］
デザイン系［大賞］２年連続
広島県ジュニア美術展
絵画系［優秀賞］／デザイン系［奨励賞］
広島県環境月間ポスター

［県知事賞（特選）］
広島県ジュニア美術展
デザイン系［優秀賞］［奨励賞］
愛鳥週間ポスター

［広島県知事賞］３年連続受賞

美術部

平成２８年度
三原市秋季総合体育大会
男子１５００ｍ［1位］［２位］

陸 上 部

※文科省：平成27年度中学校第3学年に所属している生徒のうち、英検3級以上を取得している生徒は18.9％
※文科省：平成27年度高等学校第3学年に所属している生徒のうち、英検準2級以上を取得している生徒は11.5％

英語検定
取得率

平成28年度如水館中学校 英語検定取得者数

中１
（Ｓ・ＡＢ類ジュニアコース合計）

2級
（高校卒業レベル）

2人 9人 17人 19人
1人 9人 11人 5人
7人 30人 17人 14人
5人 25人 4人 1人

1人

人数

49人
23人
73人
37人
40人

人数

49人
23人
73人
37人
40人

8人 18人 7人 5人

準２級
（高校中級レベル）

３級
（中学修了程度）

４級
（中２修了程度）

５級
（中１修了程度）

中１
（Ｓ類ジュニアコースのみ）

中2
（Ｓ・ＡＢ類ジュニアコース合計）

中2
（Ｓ類ジュニアコースのみ）

中3
（Ｓ・ＡＢ類ジュニアコース別けなし）

12.8％11.4％20.6％19.2％

40.4％

36.2％

19.1％

42.3％

34.6％

25.0％

44.1％

10.3％

71.4％

14.3％

17.9％

46.2％

20.5％

中1
S・AB類合計

中1
S類のみ

中2
S・AB類合計

中2
S類のみ

中3
S・AB類合計

2.6％

2.9％

3.9％4.3％

2級

準2級

3級

4級

5級
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英語の授業は日本人とネイティブの

ティームティーチング。 中２終了時に２/３が
既に英検３級を取得しています。

※高校進学時に難関特進S類への
　進学の可否が決定されます。

ジュニアコース
［応用クラス］

平成32年度（2020年度）から大学入試センター試験が大幅に変わり
ます。とくに、英語の4つ（読む・書く・聞く・話す）の技能が高いレベル
で求められます。
Ｓ類ジュニアコースでは、英語のほぼ全ての授業において日本人教員
と、外国人教員の2人の教員を１クラスに配置し、英語４技能をバラン
スよく伸長させます。また、英語力をはかる「英語検定」にも対応。3年
終了時までに、「準2級」取得を全員が目指します。

私が如水館に入学して良かったと思
うことは、学習面での手厚いサポート
により文武両道を実現できたことで
す。先を見据えてプラスαで高校内
容を学習する授業は魅力的です。

S類ジュニアコースでは、
学びが楽しく、将来に渡
って主体的に伸びていく
生徒を育てます。
知識を発展的・応用的
に運用する能力を鍛え、
生徒全員の目標達成を
目指します。

如水館中学校は、沢山の小学
校から生徒が入学しています。
いろいろな人と仲良くすることが
でき、毎日楽しく充実した学校生
活を送ることができています。

如水館は学校全体が明る
く先輩方が優しく声をかけ
てくださるので毎日楽しく過
ごしています。将来の夢に
向かって日々努力していき
たいです。

如水館にはネイティブの先生が常
にいて生の発音を学ぶことができ
ます。日本人の先生の文法解説は
とても分かりやすいで
す。英語環境の整った
この学校で力をつけて
将来は国際社会で活
躍したいです。

如水館中学校では、勉強とクラブの両
立ができ、日々の生活がとても充実し
ています。また生徒には一体感があり、
学校行事などに生徒全員で取り組ん
でいます。

やる時はやる、休む時
はしっかり休養を取る。
この２つのことがテキパ
キとできるこの学校に
入学して、とてもいい習
慣を身に付けられてい
ると思います。

如水館中学校出身
高校３年Ｓ類［学習専攻］
陸上部
長谷 直哉くん

1年1組（Ｓ類ジュニアコース）担任
安井 由紀子先生（英語）

東広島市立高美が丘小学校出身
３年 水岡 知穂さん

三原市立久井小学校出身
３年 盛田 悠星くん

尾道市立高須小学校出身
１年 若江 陸斗くん ぎんがの郷小学校出身

１年 宮地 桜さん
尾道市立瀬戸田小学校出身
２年 幸野 紗和子さん

発展・応用的な授業で難関大学突破を目指すコース

英語のほぼ全ての授業を

日本人とネイティブの2名で実施！
Point 1

平成32年度から大幅に変わるセンター試験
（大学入学希望者学力評価テスト（仮称））に対応。
英語４技能全てを向上させます。

高校難関特進S類に直結！Point 2

東京大学や京都大学をはじめ、多くの進学合格実績を残してきた
S類のノウハウを早期に取り入れ、進路目標を達成します。

豊富な演習量で、考える力を育む。

英語力とともに高い論理的思考力を求められる大学入試。
S類ジュニアコースでは、盤石な基礎力を早期に確立し、発展的・応用的な内容を
授業にどんどん取り入れます。そのため、日々、「考える」課題、「自発性・自主性」
を重んじた課題が多くなります。
知的探究心にみちあふれた生徒にぴったりのコースです。

高校難関特進S類に直結。

如水館中学から難関特進Ｓ類に進学した生徒が国公立大学
に合格した割合は約６０％！※平成28年度まで

S類ジュニアコースでは、6年後のあるべき姿をイメージでき
るように、高校生との交流を積極的に行い、進路目標を確立
していきます。

難関特進S類
如水館高等学校

S類ジュニアコース
如水館中学校

SS類類

※高校進学時に難関特進S類への進学の可否が決定されます。
　特進A類への進学は保証されていますが、
　全員が難関特進S類に進学できるよう指導していきます。

VoiceVoice
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（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

如水館高校難関特進S類創設以来の合格実績（抜粋）
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自律型の学びを習得！

ジュニアコース

ＡＢ類ジュニアコースでは豊富な授業時間数を確保しながら、基礎基本を
繰り返すことで、自律型の学習方法を身につけます。J-System（Ｐ２）と連
動させながら、生徒個々の状況に応じて教員が「チーム」で対応します。生
徒一人ひとりの学力を一歩ずつ、着実に伸ばします。

集え！次世代のリーダー！！

社会に出て、最も必要な力は「主体性」と「協調性（コミュニケーション能
力）」だと言われています。ＡＢ類ジュニアコースでは、学校行事や道徳の授
業はもちろん、日々の授業においても「グループワーク」に重点を置き、次世
代のリーダーを育みます。

充実した授業で

基礎・基本を徹底し、さらに伸長！

英語・数学・国語の授業時間数は公立中学校の標準時間数
のなんと1.4倍！充実した授業時間でしっかりと、基礎・基本
の定着をはかります。
さらに、朝の各教科の小テストで反復、確認をします。AB類
ジュニアコースは、自分のペースで着実に学びたい生徒にぴっ
たりのコースです。

高校特進A類・総合進学B類に直結。
（難関特進S類への進学も可能）

如水館中学校での基礎・基本の定着をもとに、3年後、特進A
類（国公立・中堅私立大学突破）や総合進学B類（私立大学・
就職）へ進学をします。高校では、中学校で育んだ自立心や個
性を活かし、人間性を多面的に評価する大学のAO入試に対応
することもできます。また、高校の多様な「専攻科目」を受講
することで、進路目標の達成をぐっと近づけます。なお、学年
終了時の成績によって、希望すればS類ジュニアコースへの移
動や高校難関特進S類への進学も可能です。

子どもの成長はそれぞれ
です。
ＡＢ類ジュニアコースで
は、鉢（生徒の人間力）
を大きくし、光や水をあ
げ、生徒自身が大きな花
を咲かせるように、常に
見守り育てています。

私は如水館に大好きなバスケッ
トをやるために入学しました。勉
強も頑張らないといけないので、
日頃のテストも頑張っています。

私はＡＢ類に入ったことで
自分の力が発揮できるよう
になったと思います。三原
市からのシンガポールでの
ホームステイに参加し、コ
ミュニケーション能力を高
めることができました。

小学生の頃から憧れてい
たチアリーディング部に入
部しました。如水館では、
中学の先輩だけで
はなく高校生とも練
習でき、中高一貫校
でしかできない経験
をしています。

先生方が熱心に指導して下さるの
で、勉強を頑張ることができ、好きな
サッカーを思う存分できています。
毎日とても充実しています。

如水館では、勉強、部
活、行事など全力で取
り組む事ができますし、
先生方や高校の先生
方や高校の先輩方が
支えてくれたり応援して
くれて、とても充実して
います。

３年２組（AＢ類ジュニアコース）担任
松岡 英治先生（社会）

三原市立南小学校出身
２年 岡田 雛さん

尾道市立木ノ庄東小学校出身
３年 納見 昂希くん

尾道市立日比崎小学校出身
１年 河原 一樹くん

三原市立中之町小学校出身
３年 村上 莉菜さん

三原市立三原小学校出身
１年 正田 嘉乃さん

社会性を向上させ、大学進学を目指すコース

特進A類または

総合進学B類

如水館高等学校

ABAB類類

VoiceVoice

［標準クラス］

新しい可能性の発見と

豊かな人間性を育むキャリア教育！

Point 1

様々な学校や社会から、
様々な分野で活躍されておられる講師・先輩を招き、
「体験する」学習を取り入れることで、
今まで気づかなかった自分の可能性や目標を発見できます。

自分らしい生き方を実現！Point 2
如水館高校のノウハウを早期に取り入れ、
社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、
自分らしい生き方を実現するための力を育みます。

如水館で新しいことに挑戦する楽し
さを知りました。中学での舞台芸術
選択や高校での留学は私を大きく成
長させてくれました。沢山のことを経
験させてくれた如水館に感謝です。

如水館中学校出身
高校３年Ａ類［留学専攻］
ＥＳＳ・インターアクトクラブ・ダンス部
正木 朝さん

進路ガイダンス インターンシップ（職場体験 中３）

※希望者は、学年終了時の成績によって
　S類ジュニアコースへの移動や
　高校難関特進S類への進学も可能。

AB類ジュニアコース
如水館中学校
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知的好奇心を高め、探究心を身につける！

学習演習選択で行う「知的好奇心」を高める授業は、中学時代に最も大切な「考え
る力」「探究心」を十分身につけることができ、これからの生活においての大きな礎
となります。

学習演習選択
グローバルな視野と知性の獲得！

外国人教師から英会話を習うと同時に、彼らの国の習慣や生き方をも学
びます。中学時代に日常英会話ができる力を養うことを大きな目標に掲
げて、毎日の生活の中に英語が自然に飛び交う空間をつくっています。
（S類ジュニアコースの生徒は英語の教科で英会話を実施するため、AB
類ジュニアコースの生徒のみ選択できます。）

英語国際選択

新聞に掲載された記事や図表を題材にして、現代社会が抱える
様々な問題に取り組みます。自分の考えや一つの答えにとらわれる
のではなく、仲間と議論し、物事を多面的にとらえることで、他者と
の協調性や知識・技術を育みます。
そのため、担当教員も一教科ではなく、複数教科の教員が指導し、
いわゆる「合教科」としての授業を展開します。

「今」を解く！「未来」を考える！

国語と数学 の 学習時間数は
公立中学校の2倍！

知的好奇心をくすぐる数学的なパ
ズルなどを用いて、「脳に汗をかか
せる」ことで集中力をつけ、達成感
を味わえます。
さらには、視覚的な教材とともに、
今話題の「アクティブラーニング」
を実施。論理的な思考力を高める
ことで、目まぐるしく変化する社会
に柔軟に対応できる力を養います。

本校オリジナルプログラム
「数ゼミ」で論理的思考力を向上！

週に4時間ある英語国際の授業は、すべて英語で展開します。経験豊富な
ネイティブの先生から、楽しく授業を受けることができます。教材は、ネイ
ティブの先生が作成した「如水館オリジナル英会話教材」を使用します。自
己紹介、日常生活、週末や休みの過ごし方などの身近なことから始まり、運
動会、水明祭（文化祭）、学習旅行などの学校行事についての感想を英語で
書いたり表現したりします。歌。映画、図工、外国の文化や英語だけのアク
ティビティーを楽しみながら、会話力を身に付けます。

授業展開

２年生は海外学習旅行の準備として、ホームステイで必要な表現、買い物
の仕方、はがきの書き方を英語で学び、現地の言葉（タイ語、中国語）で
の挨拶の仕方、数の数え方、役立つ表現も練習します。学習発表会では、
英語国際選択の全生徒はステージの上で、一緒に英語のパフォーマンス
をします。替え歌、スキット、暗唱、スピーチなど毎年異なる発表を行い、
発音、ジェスチャーなどにも細かく取り組んで、一生懸命に練習します。

行事との 連動

週1回放課後に、英語に興味を持つ生徒や海外生活の経験がある高校の
先輩、如水館への留学生が集う、ESSクラブにも参加ができます。英会
話をしながらアクティビティー大会、料理教室や外国のホリデイーを祝っ
たりして楽しみます。水明祭でイングリッシュ・ティーガーデンを出店し、
スタッフとして異文化の雰囲気をみんなに体験してもらいます。
また、英語検定の面接試験（2次試験）やスピーチコンテストへの出場希
望者のためにも、ネイティブの先生が特別な研修を行います。

課外活動や英検、
スピーチ・コンテストのサポート

先輩の声Voices 先輩の声Voices

ネイティブの先生に発音を教
わり、そのおかげで英語スピ
ーチの大会などに積極的に
参加できるようになりました。

授業は楽しく理解しやすい
ので、部活との両立ができ
る安心感があり、入学して
良かったと思っています。

1年
石松 希さん
三原市立三原小学校出身
吹奏楽部

数ゼミの授業で、集中
力や計算能力も上がり
ました。

2年
岡本 白羽くん
府中市立旭小学校出身
空手道部

３年生では数学検定３級
取得を目標に頑張ってい
きたいです。

3年
岡本 真樹くん
上島町立生名小学校出身
野球部

たくさんの外国の人と英
語を使ってコミュニケーシ
ョンがとれるようにがんば
りたいです。

1年
石橋 汰基くん
尾道市立御調中央小学校出身
野球部

英語国際選択では、ゲーム
感覚で英語を学ぶことがで
き、私は英語に興味を持って
楽しく授業を受けています。

2年
松田 　佳さん
広島市立原小学校出身
空手道部

3年
島村 美優さん
三原市立深小学校出身
卓球部・ＥＳＳ

思 考
Thinking

論 理
Logic

集 中
Concentraton

※学習演習選択の週4時間の授業を国語と数学に加えています。
※Ｓ類ジュニア、ＡＢ類ジュニアとも同じ授業時間数です。

公立標準合計3年2年1年1週間の授業時間

118 7 8 23国語（2）

116 7 7 20数学（2）

125 6 6 17英語

「アプリ（アプリケーション）」とは、「活用」
を意味します。この授業は「国語の活用」で
す。必修科目「国語」でつけた力を基盤に、
さまざまな資料を論理的に読み取り、論理
的に表現する訓練を行っていきます。

国 語
アプリ

新課程の大学入試を見据えて新聞記事やそ
れに準じた教材を使い、時事問題に触れて
いきます。普段自分たちがテレビなどで聞く
単語の意味や出来事の背景に触れ、「時事
力」や「問題発見解決能力」を養います。

今解き
ゼ ミ
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豊かな表現力を身につける！

自己表現の基礎を身につける「表現の基礎」からスタートして、3要素（ダ
ンス・パフォーマンス・ミュージック）の授業を受けます。秋には、日頃の成
果を作品として発表します。
技量の上達だけにとらわれるのではなく、人間育成に重きを置いた指導
を行っています。

舞台芸術選択
新しい可能性へのチャレンジ！

さまざまなスポーツ種目に挑戦しながら、バランスのとれた体力づくりや
練習の方法を専門のコーチが指導します。
3年生がリーダーとなって、生徒自らがその責任や役割を果たせるような
授業を展開しています。

スポーツ選択

スポーツ選択の大半の生徒は、体育系クラブに所属しています。スポー
ツ選択の授業では、自分のクラブ活動の競技に加え、さまざまな競技を
経験することができます。
ゴルフやスキー、ボウリングなど、体育の授業では経験できない競技も行
います。アスリートとして様々な角度からスポーツに触れ、それぞれの場
でのルール・マナーを身につけることができます。

多 種 目 の 競 技 に 挑 戦 し ま す

上記の授業内容を行うために、学年混合で４～５名のグループを作りま
す。グループごとに３年生をリーダーとして、リーダーを中心に活動をし
ます。リーダーはトレーニング内容を自分で考えて、グループの仲間に伝
え、仲間を指導することを経験します。こうして身に付いていくリーダー
シップは、やがて生徒自身が所属するクラブ活動やクラスでも発揮され、
相乗効果を生み出しています。

リ ー ダ ー シッ プ を 養 成 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×テ ク ニ ック＝ 音 楽 力！

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。

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。

　 　 　 セ ン ス あ る
豊 か な 身 体 表 現 こ そ が D a n c e！

先輩の声Voices

私の目標は、勉強と舞台芸術を両方頑張ることです。舞台芸術
選択の人たちは、優しく楽しい人ばかりです。

［中］1年 小林 成美さん
　　三原市立深小学校出身
　　ダンス部

舞台芸術選択に入って良い人間関係のつくり方を学びました。
後輩から憧れられる先輩になれるよう頑張ります！！

［左］2年 豊田 すずかさん
　　尾道市立高須小学校出身
　　ダンス部

歌のテストで良い成績を修めることができました。私は舞台芸術
に入り、チャレンジ精神が向上したと思います。

［右］3年 吉岡 愛さん
　　福山市立神村小学校出身
　　美術部

先輩の声Voices

［右］姫石 美実先生（舞台芸術チーフコーディネーター）

［左］山口 博毅先生（保健体育／高校サッカー部顧問）

３つ のト レ ー ニ ン グ を 行 い ま す
～ 体 作 り・柔 軟 性・動 き 作 り ～

成長期の子どもたちの身体特徴を考慮し、競技力向上の基
礎となる体幹部を鍛えるトレーニングを行います。

体 作 り

怪我をすることなく、スポーツを長く楽しむために、柔軟性を
高めるストレッチングを行います。

柔 軟 性

特定の競技で特定の動きばかりしていては、身体は摩耗し
怪我につながります。これを解消するため、全身をバランス
よく動かすことで、身体の動きを調整します。俊敏性・柔軟
性・バランス能力・反応能力・調整能力なども養うことができ
るトレーニングです。

動き作り

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

ミュージック

舞台芸術の授業はとても魅力的だと思います！ 
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ます！
ダンス、歌、お芝居が好き！な人にはもってこいのコースです。

今までできなかったことを
自分の力で考えてできる
ようになりたいです。今は
1年生ですが、レギュラー
をとって、選手権では一
つでも多く勝ちたいです。

1年
德光 涼太くん
世羅町立世羅小学校出身
サッカー部

スポーツ選択の授業で
は、色々なスポーツが体
験できて、男女問わず楽
しめます。

2年
高松 璃紅さん
尾道市立原田小学校出身
バスケットボール部

スポーツ選択では、違う
学年ともグループを作っ
て、沢山の人と仲良くな
れるのがいいです。

3年
三次 健心くん
尾道市立栗原小学校出身
サッカー部
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サッカー部
●平成２６年度 県選手権［ベスト８］　
●平成２６年度 県総体［ベスト８］
●平成２７年度 秋季三原市内大会［優勝］

男子バスケットボール部
●平成２７年度 県選手権出場
●平成２７年度 県総体出場
●平成２８年度 南部地区春季大会［２位］
●平成２８年度 県選手権出場
●平成２８年度 南部地区夏季大会［優勝］
●平成２８年度 県総体出場

野球部
平成２７年度
三原市中学校秋季総合体育大会［準優勝］

空手道部
●平成２７年度 全国空手道選手権大会出場
　男子団体組手／女子個人組手［３位］　
●平成２８年度 全国空手道選手権大会出場
　男子個人形／男子個人組手
　女子個人組手［準優勝］
　男子団体組手／女子団体組手
●平成２８年度
●東アジアJr＆cd 空手道選手権大会
　女子個人組手（－47㎏級）［金メダル］

剣道部
●平成２８年度 南部地区春季大会
　男子団体［２位］
●平成２８年度 南部地区夏季大会
　男子団体［３位］／男子個人［３位］

チアリーディング部
●平成２７年度 中四国大会［準優勝］
●平成２８年度 中四国大会［優勝］

体操部
●平成２７年度 県総体女子団体［４位］
●平成２８年度 県総体女子団体［４位］

吹奏楽部
平成26・27・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）

ロボット研究部
●平成２７年度
　全国中学生アイデアロボットコンテスト
　［準優勝 厚生労働大臣賞］
●平成２８年度
　全国中学生アイデアロボットコンテスト
　［３位 日本産業教育技術学会長賞］
　ロボカップにも挑戦します

陸上部
平成２８年度 三原市秋季総合体育大会
男子１５００ｍ［1位］［２位］
男子８００ｍ［２位］

ゴルフ部
平成２７年度
中国ジュニアゴルフ選手権新人戦出場

美術部
●平成２５・２６・２７年度
　愛鳥週間ポスター［広島県知事賞］
　３年連続受賞
●平成２８年度 愛鳥週間ポスター
　［連盟会長賞］受賞卓球部

平成２５年度 個人戦県選手権出場

女子バスケットボール部
●平成２８年度 南部地区春季大会［優勝］
●平成２８年度 県選手権出場
●平成２８年度 南部地区夏季大会［２位］
●平成２８年度 県総体出場

茶華道部書道部ESS科学部ダンス部男子バレーボール部柔道部

高校のクラブ活動の中にも
参加できるものがあります

この他囲碁将棋部などにも参加しています。

CLUBCLUB
おもいきり打ち込める
充実したクラブが勢揃い

［左］３年 小川 泰佑くん
　　尾道市立御調中央小学校出身

［右］３年 飛田 大和くん
　　福山市立瀬戸小学校出身

［左］２年 岩戸 璃莉華さん
　　尾道市立三成小学校出身

［中］３年 塚本 愛梨さん
　　尾道市立高須小学校出身

［右］３年 藤原 知佳さん
　　尾道市立山波小学校出身

［左］３年 佐藤 響さん
　　尾道市立三成小学校出身

［右］３年 江口 優月さん
　　三原市立深小学校出身

［左］２年 高橋 来幸さん
　　福山市立東村小学校出身

［右］３年 中村 遼音くん
　　尾道市立土堂小学校出身

［左］３年 青野 凜くん
　　尾道市立栗原北小学校出身

［右］３年 柳原 来飛くん
　　福山市立柳津小学校出身

３年 細井 映生さん
三原市立三原小学校出身

３年 沖本 祐受さん
三原市立中之町小学校出身

３年 久本 真木さん
尾道市立御調中央小学校出身

３年 山根 祐希さん
三原市立田野浦小学校出身

３年 金川 リサさん
福山市立松永小学校出身

３年 水岡 知穂さん
東広島市立高美が丘小学校出身

３年 原 遥人くん
三原市立中之町小学校出身

３年 盛田 悠星くん
三原市立久井小学校出身

３年 香川 太一くん
尾道市立高須小学校出身

３年 大森 祐奈さん
三原市立田野浦小学校出身

３年 小林 果歩さん
三原市立深小学校出身

３年 石田 瑠樹也くん
尾道市立御調中央小学校出身

３年 安川 朋江さん
尾道市立御調中央小学校出身

３年 大平 敏綱くん
尾道市立高須小学校出身

２年 大松 陵太朗くん
三原市立田野浦小学校出身

３年 垣中 優冴くん
府中町立府中中央小学校出身

３年 明上 拳くん
尾道市立御調中央小学校出身

２年 福濱 萌子さん
竹原市立忠海小学校出身
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年間スケジュール

4 ● 学力推移調査
● 校外活動
● 運動会

5 ● 中間試験
● 創立記念式

6 ● 英語検定
● 漢字検定
● 学力診断テスト（3年）

7 ● 期末試験
● 数学検定
● 進路ガイダンス
● 合唱コンクール
● 夏期補充

8 ● 夏期補習（講習）
● サピックスオープン模試（Ｓ類Jr）

9 ● 休み明け試験
● 学力診断テスト（3年）
● 水明祭（文化祭）
● 社会見学・国際交流・
　キャリア学習

10 ● 英語検定
● 中間試験
● 学力推移調査
● 校内大会
● 舞台芸術発表会

11 ● 国際交流会（英語国際選択）
● 漢字検定
● 学力診断テスト（3年）
● Ｙサピックス論理力評価テスト
　（Ｓ類Jr）
● 数学検定
● 学習旅行（2年生）

12 ● 期末試験
● 百人一首かるた大会
● 冬期補充
● 進路ガイダンス

1 ● 英語検定
● 学力診断テスト
● 学力判定試験（3年）

2 ● マラソン大会
● 漢字検定
● 学力推移調査（S類Jr）
● 学習発表会
● 数学検定

3 ● 学年末試験
● 修了式
● 春期SA類合同合宿（新高1）
● 春期補充

SCHOOL LIFESCHOOL LIFE

春の校外学習 クラブ報告会

キャリア学習

運動会 舞台芸術発表会 中２性教育講演会

校内球技大会

4月

生徒会任命11月

10月

百人一首カルタ大会 海外学習旅行（台湾）

三原国際外語学院学生との交流

12月

インターンシップ（職場体験 中3） 水明祭

社会見学（国際交流 中2）社会見学（中1）

9月
マラソン大会

学習発表会

2月 修了式

春期SA類合同学習合宿

3月

創立記念式5月 合唱コンクール7月

自立と責任

道徳授業実践例（１年生抜粋）
～人として、あるべき姿を目指そう～

3
学
期

学習発表会に向けて、自らに
与えられた役割について判
断し、主体的に動き、結果に
責任を持つように意識する。

一人の
人間として

自らの過去から、過ちを認め、
改めてよりよく生きようと前向
きになれた事柄から、自らの
人としての強さを知る。

“家族”を
考える

互いに信頼しあい、感謝しあ
い、思いやりあう、無償の愛
の存在を感じる。

生命の誕生2
学
期

生命尊重の意識を育てる。
※講師を招いての講演会。

思いやりの
ハート

人間愛の精神を持たせ、思
いやりの心をもって人に接す
る態度を育てる。

礼儀と
マナー

社会生活における礼儀とマ
ナーを知り、相手を尊重する
精神を養う。

建学の精神 共に過ごす仲間とともに、建
学の精神を再確認し、受け
継ぎ伝えていくものを知り、誇
りを持って生活できるように
する。

“正義”を
考える

誰に対しても公平・公正な態
度で臨むとともに、正しいこと
を行うために、何が必要かを
考える。

友だちとは1
学
期

仲間の良さを知り、その個性
を認めあい、真の友情を育て
る意識を高める。

自分を
みつめよう

自分の良い面に気づき、自己
理解を深め、個性を意識。

夢は
つかむもの

新しい集団の中で、自己実現
に向けて夢を持つ。
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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。

オープンスクール
6月18日（日）
7月 9日（日）

9：00～11：30　本校
9：00～11：30　本校

体験模試
9月23日（祝） 10：00～12：00

（国算）本校

入試説明会
9月23日（祝）
10月15日（日）
10月22日（日）

10：00～11：30　本校
10：00～11：30　本校
10：00～11：30　本校

如水館

三原

7:507:50

8:04

甲山

如水館まで
70分

久井

如水館まで
55分

須波
7:56

因島

如水館まで
79分

忠海

7:39

如水館まで
51分

竹原

7:27

如水館まで
63分

安芸津

7:11

如水館まで
79分 向島

如水館まで
37分

40分

4分

20分 35分

40分

御調

如水館まで
25分

府中

如水館まで
43分

如水館まで
58分

新市

本郷

7:43

尾道

7:357:357:487:48

松永

7:257:25

福山

7:087:087:147:14

神辺

6:53

八本松

7:06

西条

7:13

西高屋

7:18

河 内

7:32

JR
福
塩
線

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

如水館中学校の制服
『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。

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

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。

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

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。ドアの色は「水」を表しています。

尾道・三原方面から
中高合計で１２０名以上の生徒が
自転車通学しています。

入学金 の 免除規定について
入学後、如水館中学校および高等学校に「兄」もしくは「姉」が在籍している場合または同時入学
の場合は「入学金120,000円」が免除されます。したがって、入学願書の「本校に在籍する兄・姉」
欄に必要事項を記入してください。ただし、本校の規定によって、一旦「入学金120,000円」を納入
していただき、入学後120,000円を還付いたします。

この制度は、如水館中学校に入学を希望し、如水館高等学校へ進学する生徒を対象に、奨学金
を支給し、他の生徒の模範となる生徒に適用することを目的とします。

1 . 目 的
授業料その他学納金の納入を確認後、各学期終了時期に奨学金として支給します。ただし、私立中学校
授業料補助制度、授業料減免事業支援特別経費補助金制度と山中学園奨学生制度は同時に適用し
ません。私立中学校授業料補助制度及び授業料減免事業支援特別経費補助金制度を優先します。

国公立の中学校と比較して経済的負担が大きいため、意志や能力があるにも関わらず、家庭の経済的状況により私立中学校を選択できない生徒が
います。国は平成２９年度在学生徒より、県内の私立中学に通う世帯収入４００万円未満（保護者の市町村民税の所得割額が10万2300円未満）
の生徒を対象に、年額１０万円の支援金を支給することとなりました。保護者は学校に申請後、授業料から支援額を差し引いた金額を支払います。

3 . 支 給 方 法

原則として３年間継続とします。（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生規定により支給を中止する場合もあります。）

4 . 支 給 期 間

入学願書の所定欄に記入してください。記入のある場合のみ奨学生対象者として審査いたします。

5 . 申 請 の 方 法

奨学生として合格した場合は、合格通知と同時に奨学生合格の通知をいたします。

6 . 審 査 結 果 の 通 知

2 . 基 準 及び 支 給 額

山中学園奨学生制度　原則として３年間継続します。

※支給額の(　)内は年間支給額

［1］AO入試・単願入試の結果を審査し、成績上位者は下記の［2］のS号から３号の奨学金を支
給する場合があります。

［2］併願入試の結果を審査し決定します。

基　準種類

入学試験がとくに優秀であった児童

支 給 額

月額35,000円支給（420,000円）S号

入学試験が上位15％程度の児童 月額10,000円支給（120,000円）3号

入学試験が上位5％程度の児童
又は第１回入試までに英検３級取得の児童 月額30,000円支給（360,000円）1号

入学試験が上位10％程度の児童
又は第１回入試までに英検4級取得の児童 月額20,000円支給（240,000円）2号

私立中学生等
就学支援金

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。

早稲田大学 法学部 １年
［中学時／学習演習選択］

三由 友城くん

大学生

一人の夢のためにたくさんの先生方や友人が手をさし伸べてく
れるのが如水館です。そこから得た人との関わりの大切さを胸
に、大学では外国人の人との交流を多くはかりたいと考えてい
ます。

広島大学 教育学部
英語文化学科 2年

［中学時／学習演習選択］

平 佳月くん

大学生

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く
だ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

［中学時／舞台芸術選択］

三井 夕萌さん

大学生

高校を卒業した今でも、親身になってくださった先生方や仲間た
ちの存在は私の支えです。皆さんもこの素晴らしい環境で自分
の夢を追いかけて行きませんか。

愛媛大学 教育学部
学校教員養成過程 4年

［中学時／学習演習選択］

向井 有馬くん

大学生

まだ頑張りたい事が明確にない人も、与えられたチャンスを確実
に自分のモノにしていくことで道が開けてくると思います。

立教大学 経済学部
経済学科 2年

［中学時／舞台芸術選択］

砂田 萌さん

大学生

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）

［中学時／学習演習選択］

石本 優花さん

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

［中学時／スポーツ選択］

松本 愛美さん

如水館の大きな魅力は「いろいろな人が集まること」です。運動
や勉強が得意なだけでなく、機械に強い人、歌や演劇が上手い
人、海外に飛び出す人など、その個性はさまざまです。ぜひ、如
水館で「いろいろな人」に会って、自分を磨いてください。

慶応義塾大学 文学部
人文社会学科
人間科学専攻卒業
広島地方検察庁勤務

［中学時／学習演習選択］

茂田 雄哉さん

私は毎年夏休みを利用して【ふれあい看護体験】や【ボランティ
ア】に参加して、小さな子供から高齢者まで幅広い世代の方々
と関わりを持たせていただきました。その時の経験が、現在看護
師としての日々に活かされていると強く感じています。

福山平成大学 看護学部
看護学科卒業
公立学校共済組合
中国中央病院勤務

［中学時／学習演習選択］

久保川 恭子さん

中学３年の時のインターンシップ（職場体験）で、キャビンアテン
ダント体験をして、その時からこの職業に憧れ続けました。その夢
が叶えられたのも、如水館ならではの教育内容があったからだと
思います。

関西外国語大学
外国語学部卒業
エミレーツ航空勤務
キャビンアテンダント

［中学時／英語国際選択］

田村 茉莉子さん

東海大学
理学部 数学科卒業
株式会社フロムページ
全国学校案内
資料管理事務センター
高大接続支援部勤務

［中学時／学習演習選択］

山口 礼華さん

神戸女学院大学
文学部英文学科卒業
ツネイシLR株式会社
べラビスタ スパ＆マリーナ
尾道勤務

［中学時／英語国際選択］

須藤 雅美さん

担任とクラブ顧問が連携して学習・進路指導のサポートをしていただき、自
身の可能性を最大限に見出すことができました。先生方は、生徒一人ひ
とりに合った指導で「自ら選び進む力」を教えてくださります。如水館での
経験、大好きな友達・先生は、今の私の大切な財産であり原動力です。

素敵な仲間と素敵な先生と出会えた事が財産です。学習旅行
でホームステイを経験し、海外旅行・外国人の方と触れ合う事が
好きになりました。学習環境が整った環境の中で親身になって
ご指導いただいた先生に感謝の気持ちでいっぱいです。

社会人社会人 社会人

社会人社会人 社会人

社会人

卒業生からのメッセージ ACCESS
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学校案内2018

カガヤク、マイニチ！

〒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/

WEBサイトから
詳しい情報を
ご覧いただけます。
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