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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
自己責任において判断し行動する自 立
社会の一員であるという意識共 生

礼 節 他人への敬意を態度であらわす

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 な々力の組み合わせ」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。

生徒一人ひとりの可能性をどんどん伸ばす2つのコースと4つの選択授業

S類ジュニアコース 発展的・応用的な授業で、 難関大学突破を目指すコース

如水館中学 S類ジュニア ➡ 如水館高校 Ｓ類

如水館中学 AB類ジュニア ➡ 如水館高校 Ａ類

藤川 蒼空くん 如水館高校1年Ｓ類 
如水館中学校では、様々な夢や目標を持ったクラスメイトと切磋琢磨しながら成長できるのはもちろ
んのこと、４つの選択授業で自分の得意分野を伸ばすことができます。また、英語検定や数学検定な
どの検定取得に向けて先生方の手厚いサポートもあります。普段から朝の小テストや模擬試験で学
力を定着させることができ、部活動をすることで文武両道の充実した学校生活を送ることができます。
中学校３年間での様々な体験や小さな努力の積み重ねが高校生活の支えになっています。

AB類ジュニアコース 社会性を向上させ、 大学進学を目指すコース

石田 樹璃菜さん 如水館高校1年Ａ類 

藤井 由香莉さん
高校2年Ｓ類

様々な問題に多く触れることで、好奇心を
高めながら論理的思考力や表現力を身に
つけることができました。また、私は中学生
の時に検定を積極的に受けていました。
合格すると自分の成長を感じることができ、
より勉強が楽しくなります。

池迫 和輝くん
高校1年S類

英語国際選択の授業は、ネイティブの先
生と楽しく英語の授業をします。また、英語
検定の対策などもあり、より上位の級に合
格することができます。英語検定は大学入
試にも役立つので、さらに上位の級を目指
して努力しようと思います。

田頭 若奈さん
高校1年Ｓ類

中学校の舞台芸術選択では、舞台上での
技術面や大切な仲間と共に作品を創り上
げる喜び、そして感謝の気持ちを持つこと
を学びました。高校でも、勉強との両立に
励み、更に成長できるよう努力していきた
いです。

坂口 真雄くん
高校1年A類

私が如水館中学校に入学して良かったと
思うことは、検定に対して力を入れている
ことです。そのおかげで様々な検定を取得
することができました。また、勉強だけでな
く部活動にも力を入れているので、文武両
道を目指すことができます。

詳細は P07

詳細は P10詳細は P09

詳細は P11 詳細は P12
授業風景等の写真は、感染症対策を十分に施したうえで撮影しております。
また、行事等一部過年度のものを使用しておりますので、あらかじめご了承ください。

私の如水館中学校での３年間を一言で表現すると「文武両道」です。私が如水館中学校に入学しよ
うと思ったきっかけは、英語検定の対策が充実していたからです。そして、どの先生もおもしろくて楽し
い授業ばかりです。また、如水館中学校には選択授業があり、他学年との交流ができてたくさんの思
い出を作ることができました。部活の種類も豊富なので、自分に合ったやりたいと思える部活がきっと
見つかります。入学当初は不安でいっぱいでしたが、中学校を修了して高校に進級した今、如水館中
学校を選んで良かったと思っています。

Close-up JOSUIKAN

如水館中学校の魅力

詳細は P05

2つのコース ～中高６ヶ年を見据え、希望進路を実現～

入学するコースに関係なく、自由に選ぶことができます。※英語国際選択はAB類ジュニアコースのみ

4つの選択授業 ～如水館ならではの個性豊かなオリジナルカリキュラム～

高校生Voice!

学習演習選択 英語国際選択

舞台芸術選択 スポーツ選択

01 02JOSUIKAN JUNIOR HIGH SCHOOL Guidebook 2023



※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することも可能です。

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。
基礎や基本を大切にしながら、
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。

生徒のミライを見据えた「一人一台タブレット」を導入しています。Windows機（Surface）を
使用することで、単なる協働学習や双方向の学習にとどまらず、社会人になった時に必要と
される力を身につけるために、より計画的、実践的な授業を展開しています。

Educational Planning

如水館6ヶ年教育
英語 数学 国語 （理社） 時事問題

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 中学
選択授業 数学演習

中学
選択授業 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

月 火 水 木 金 土

SHR
（小テスト）

1校時

2校時

3校時

4校時

昼休憩

清　掃

5校時

6校時

7校時

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

※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

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
徴的な授業です。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、より専門性の高い授業が展開され
ます。

選択授業の実施

8：50～9：05

9：10～9：55

10：05～10：50

11：00～11：45

11：55～12：40

12：40～13：25

13：25～13：40

13：40～14：25

14：35～15：20

15：30～16：15

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。

課題図書一覧
学期

1

2

3

テーマ 図 書名 作 者

1
年
生

1

2

3

2
年
生

1

2

3

3
年
生

秋山 仁
重松 清
野坂 昭如
ジャン・ジオノ
宮本 雅史
矢崎 節夫
水上 勉
芥川 龍之介
槌田 劭
黒柳 徹子
長田 新
夏目 漱石
井村 和清
斎藤 喜博
シュナーベル
さくらももこ
林 慧樹
吉野 源三郎
原 民喜
瀧本 哲史
　
志賀 直哉
星 新一
川端 康成

もっとデッカイ世界があるぞ
くちぶえ番長
凧になったお母さん
木を植えた人
「電池が切れるまで」の仲間たち
金子みすず詩集
ブンナよ木からおりてこい
鼻・羅生門
地球をこわさない生き方
窓際のトットちゃん
わたしがちいさかったときに
坊っちゃん（教科書より）
飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ
君の可能性
悲劇の少女アンネ
ももこの世界あっちこっちめぐり
いじめ　14歳のメッセージ
君たちはどう生きるか
夏の花
ミライの授業
いま、この研究がおもしろい
小僧の神様
未来イソップ
伊豆の踊子／骨拾い

社会
友情
平和
平和
命
人物
社会
文芸
環境

人物　友情
平和

文芸作品
命

社会(学校)
平和

社会（世界）
命
社会
平和
人物
社会
文芸
社会

文芸作品

「読書する」ことは「他人を学ぶ」こと

2つのコースと高校へのつながり

思考力や論理力を鍛え
より深い学習をしたい

ネイティブの先生から英語を
学び国際理解を深めたい

歌やダンスを通して
表現力を身につけたい

さまざまなスポーツにふれ
心と体を鍛えたい

学習演習選択

舞台芸術選択

スポーツ選択

英語国際選択
（ＡＢ類ジュニアコースの生徒のみ選択可）

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

難関特進

S類 国公立大学や難関私立大学への
進学を目指します。

特　進

A類

総合進学

B類

推薦での私立大学進学、
就職試験合格を目指します。

一般選抜に加え、総合型選抜や
学校推薦型選抜に対応。
国公立・私立大学への進学を目指します。

AB類AB類
ジュニアコース
［標準クラス］

S類S類
ジュニアコース
［応用クラス］

中 学 校 高 等 学 校

目指せ第一志望合格！ 類別の主な合格実績（令和元年度～令和３年度）

S類類難関特進難関特進 A類類特進特進 B類総合進学総合進学

大阪大学
神戸大学
広島大学
岡山大学
東京藝術大学
京都教育大学
山口大学
島根大学
愛媛大学
高知大学
埼玉大学
長崎大学
大分大学
佐賀大学
県立広島大学
福山市立大学
尾道市立大学
広島市立大学

北九州市立大学
明治大学
青山学院大学
立教大学
法政大学
東京理科大学
関西学院大学
関西大学
同志社大学
立命館大学
愛知医科大学（医）
国際医療福祉大学（医）
北里大学（医）
兵庫医科大学（医）
川崎医療大学（医）

広島大学
山口大学
島根大学
長崎大学
県立広島大学
叡啓大学
尾道市立大学
中央大学
法政大学　　　　
日本大学
東洋大学
成城大学
神奈川大学
関西学院大学
関西大学
同志社大学
立命館大学
京都産業大学

近畿大学
龍谷大学
神戸女学院大学
関西外国語大学
京都外国語大学
川崎医療福祉大学
岡山理科大学
広島修道大学
広島経済大学
安田女子大学
広島国際大学
広島工業大学
福山大学
日本赤十字広島看護大学
立命館アジア太平洋大学
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　

尾道市立大学
津田塾大学
日本大学
神奈川大学
拓殖大学
東海大学
近畿大学
大阪芸術大学
神戸学院大学
広島修道大学
広島経済大学
安田女子大学
広島国際大学
広島工業大学
広島女学院大学
福山大学
環太平洋大学

他多数 他多数 他多数

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

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

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」

一人一台タブレットを活用！

Jos
uikan

 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。

J-SYSTEM

年間5回、クラス担任が生徒一人ひとりと面談し、目標の設定、学
習についてのアドバイスを実施。本校は、担任・副担任2名でサポ
ートします。

毎朝の10分間小テストで、家庭学習を定着させ、時事問題への関
心を高め、授業の達成度を確認。目標を達成できない生徒には教
員がサポートします。

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。

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。

面談サポート Step upテスト

School Diary 学習実態アンケート
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発展的・応用的な授業で難関大学突破を目指すコース

ネイティブの先生の授業はと
ても楽しく、わかりやすいです。
日々、英語力が身についてい
ると感じています。また、学期ご
とにいろいろな検定が受験で
き、先生方が協力もしてくださ
るので、次 と々上の級にチャレ
ンジできています。

髙垣 侑冶くん / 2年S類
尾道市立土堂小学校出身

選択授業では、学習演習・ス
ポーツ・舞台芸術から選べる
ので、自分の苦手な分野や興
味のある分野を好きなように
学ぶことができます。私は学習
演習選択を選択し、将来の目
標に向かって頑張っています。

藤岡 武流くん / 1年S類
三原市立中之町小学校出身

検定などの対策や個人個人
の目標を達成するために先生
方がサポートしてくれるので、
常に高みを目指して頑張るこ
とができます。私は、クラスメイ
トたちと共に競い合いながら
充実した学校生活を送ってい
ます。

岡﨑 庵那さん / 3年S類
竹原市立中通小学校出身

如水館中学校では、先生方
が授業や各種検定に向けて
の対策をわかりやすく教えてく
ださるので学習が楽しいで
す。また、勉強だけでなく、周り
の人への思いやりの心や、積
極的に行動する力を養うこと
ができます。

渡邉 小葉さん / 2年S類
三原市立南小学校出身

Students’ Voices

令和2年度（2020年度）から大学入試が大幅に変わりました。S類ジュニアコ
ースでは、英語の全ての授業において日本人教員と外国人教員の2人を1クラ
スに配置することで、英語の4技能（読む・聞く・書く・話す）を向上させま
す。英検（実用英語技能検定）では準2級全員合格を目指しています。

※S類ジュニア・AB類ジュニアともにシンガポールです。
　ただし、世界情勢により、時期や行き先（国内も含む）が変更の可能性があります。

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。

学習旅行はシンガポール！授業で身につけた英語力がどれだけ世界で通用す
るのか、名門シンガポール国立大学（大学ランキングアジア１位 / QS World 
University Rankingsより）の学生との交流などで実践。「自分の考えを自分
の英語で伝える」ことで、英語力の向上はもちろん、コミュニケーション能力
を向上させ、その後のより主体的な学びにつなげていきます。
また、シンガポールは多様な文化が集まる国。現地の自然環境や社会情勢の
学習など、如水館中学校ならではのプログラムでグローバルな見方や考え方
を身につけます。

シンガポールへ学習旅行(3年生)

3年生終了時、ほぼすべての生徒が英検3級を取得しています。Point1

Point2

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。
安井 由紀子先生 / 英語
3年1組（S類ジュニアコース）担任

高校難関特進S類に直結
如水館中学校から難関特進S類に進学した生徒が国公立大学・難関私立大
学に多数合格しています。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、さらには、予備校講師
や大学教授の講演を実施し、進路目標を確立していきます。

如水館高等学校 難関特進Ｓ類合格実績(抜粋)

●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

国公立大学

その他医学部・薬学部、難関私大等多数

●早稲田大学
●慶應義塾大学
●上智大学
●東京理科大学
●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

私立大学

授業では実験やグループワークがたくさん
あり、友達と楽しくお互いを高め合っていく
ことができます。私は、中学校卒業までに英
検２級を取得することが目標です。将来の
夢を叶えるために頑張っていきたいです。

公立の高等学校第3学年で「CEFR A2レベル(英検準2級)相当以上を取得している生徒」
及び「相当の英語力を有すると思われる生徒」の割合は43.6％（文部科学省：令和元年発表データより）　

７８.６%

砂田 高輝くん
中学1年S類（竹原市立大乗小学校出身）

砂田 夢奈さん
高校2年S類

如水館中学校では日々の授業をはじめ、ク
ラブ活動や生徒会活動などを通して多くの
ことを学ぶことができました。私は先生方の
手厚いサポートのおかげで英検２級を取得
することができ、とても充実した３年間でし
た。

■S類ジュニア 実用英語技能検定

準2級
取得率

①検定試験前に英検対策講座を開講。
②１次試験終了後は個別に２次試験（面接）練習を実施。

如水館中学校では、
英検を受験する生徒をしっかりサポート！

（令和3年度3年生）

CLASSTYPE S CLASS JUNIOR COURSE

S類ジュニアコース応用
クラス

令和３年度 Ｓ類ジュニア 英語検定取得率
2級

高校卒業レベル
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

【2年生】 【3年生】【1年生】

93.3％

36.7％

10.0％

96.7％

60.0％

6.7％

96.4％

78.6％

14.3％

100％ 100％

4級 3級 3級 準2級 2級2級4級 4級3級 準2級準2級
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社会性を向上させ、大学進学を目指すコース

私は勉強と部活の両立を目指
して如水館中学校に入学しま
した。ここでは、勉強だけでな
く、たくさんの礼儀も学べるの
ですごく自分のためになります。
また、部活の先輩方も優しく、
楽しく学校生活を送っていま
す。

砂田 華生さん / 1年AB類
尾道市立高須小学校出身

父の母校である如水館中学
校に入学できて嬉しいです。
先生方が授業もわかりやすく
教えてくださるので楽しく学ぶ
ことができています。部活動の
サッカーでは自分の技を上達
させています。自分の力を発揮
し伸ばしていきたいです。

村上 賢伸くん / 1年AB類
福山市立藤江小学校出身

如水館中学校の授業はどれ
もわかりやすく、毎日楽しく勉
強することができます。お互い
を認め合いながら切磋琢磨で
きる環境が如水館にあります。
皆さんも是非私たちと一緒に
頑張りましょう。

田谷 悠翔くん / 3年AB類
尾道市立美木原小学校出身

如水館中学校では、月曜日か
ら水曜日の朝に小テストがあ
るので、英語の単語力や漢字
を書く力、数学の計算スピード
が上がりました。授業で学ん
だことも、その小テストで復習
できるので基礎がしっかりと
身につきます。

小林 奏一朗くん / 2年AB類
府中市立旭小学校出身

Students’ Voices

Point2

AB類ジュニアコースでは一人ひとりの個
性を大切にし、これからの時代を生きるた
めに必要となる幅広い視野や洞察力、自
分の考えを表現する力などを育みます。そ
して、優しさと人を思いやる心を育て、包容
力のある人間になるよう支えていきます。

倉本 隆司先生 / 英語
３年２組（ＡＢ類ジュニアコース）担任

自律型の学びを習得！
ＡＢ類ジュニアコースでは豊富な授業時間数を確保して、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（P3）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。
生徒一人ひとりの学力を、着実に伸ばします。

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(私立大学進学・就職)へ進学します。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総合型選抜に対応することも
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。
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
の変更や高校難関特進Ｓ類への進学も可能です。

高校特進Ａ類・総合進学Ｂ類に直結

如水館中学校に入って良かったことは、高
校の先輩や楽しい先生方がいらっしゃる
ことです。いろいろな行事を高校の先輩方
と一緒に体験ができ、先生とは気軽に話す
ことができるので、充実した学校生活を送
ることができています。

栗木 孝さん
中学3年AB類（三原市立沼北小学校出身）

栗木 慧さん
高校2年A類

如水館中学校では、高校生と関わることが
多く、勉強や将来について考える機会がた
くさんあり、目標に向かって頑張ることがで
きます。また、学校生活や部活動でいろい
ろな経験をすることができてとても楽しい
です。

CLASSTYPE AB CLASS JUNIOR COURSE

AB類ジュニアコース標準
クラス

体験や見学などを通して見聞を広めること
は、自分の可能性を見つけ、進路を切り開く
ことにつながります。

校外学習で｢社会の中の自分｣を
五感で感じる！

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。

充実した授業で基礎・基本を徹底し、
さらに伸長！

集え！次世代のリーダー！！Point1

ＡＢ類ジュニアコースでは、社会に出て活躍できる人材の育成に力を入れています。そのため「主体
性」と「協調性（コミュニケーション能力）」に重点を置き、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」を取り入れ、人間力を育みます。



如水館オリジナル教材を使って、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、協調性や多様な
価値観を育みます。そのため、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！
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、体育祭、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を楽しみながら、コミュニ
ケーション力、会話力を身に付けます。

ネイティブによる授業！

学習演習選択は、複数の教
科を学ぶため様々な力が身
につきます。また、基礎から
発展まで多くの問題に触れ
るので、いろいろな場面で役
立ちます。

今解きゼミ 国語アプリ 数ゼミ

「アプリ（アプリケーション）」とは、
「活用」を意味します。この授業は身
につけた基礎力を活用し、さまざま
な資料を正確に読み取り、論理的に
表現する訓練を行います。

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、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。

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。

学習演習選択の授業では、今の
社会で問題になっていることを解
いたり、読解力がいる国語では長
文や環境について学んだりするこ
とができます。数ゼミでは頭の柔軟
性が必要なパズルを解くなど、様々
な力を身につけることができます。

西﨑 峡くん / 2年S類
福山市立戸手小学校出身

栗本 莉瑚さん / 3年S類
府中市立旭小学校出身

中石田 優さん / 1年S類
尾道市立日比崎小学校出身

熊谷 怜汰郎くん / 3年S類
世羅町立甲山小学校出身

中学校に入学した時は、友達が
できるか心配でしたが、すぐに仲
良くなり毎日が楽しいです。また、
勉強面では先生からの課題を
確実にこなすことで、無理なく周
りの友達についていくことができ
ています。

如水館中学校の数ゼミでは数
学の発展的な考え方を学んだ
り、応用問題に挑戦したりする
ことができます。そのため、数学
の新しい発見がたくさんあり、と
ても楽しいです。

英語国際選択の授業は、クラス
のみんなとネイティブの先生と
でゲーム等をしながら楽しく英
語を学ぶことができます。単語
の発音の仕方も細かい部分ま
で教えてくださるので、単語が
覚えやすくなりました。

英語国際選択では、ネイティブ
の先生と会話したり、みんなと
ゲームをしたりする中で生きた
英語を身につけることができま
す。私は英検準２級を取得でき
るように頑張っています。

岡本 要くん / 3年AB類
三原市立木原小学校出身

小林 秀人くん / 3年AB類
三原市立深小学校出身

臼井 逞真くん / 1年AB類
尾道市立高須小学校出身

若江 香里奈さん / 2年AB類
尾道市立高須小学校出身

英語国際選択の特に良いとこ
ろは、ネイティブの先生が授業
をしてくださるので、とても楽しく
英会話などをすることができる
ことです。そして、英語のゲーム
などもあって楽しく英語を学べ
るので如水館中学校に入学し
て良かったです。

英語国際選択では、英単語は
もちろん、発音の仕方なども楽
しく学べます。そして、コミュニ
ケーション力を身につけるに
は、人との話し方や表現の仕方
など様々あるので英語はとても
楽しいです。

学習演習選択
「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。

知的好奇心を高め探究心を身につける。
英語国際選択
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。

グローバルな視野と知性の獲得。

※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1年 2年 3年1週間の授業時間

国語（2） 8 7 8 23 11

数学（2） 6 7 7 20 11

英語 5 6 6 17 12

国語と数学の学習時間数は公立中学校の約2倍！

PICK UP!

Voices Voices

2年生は海外学習旅行(シンガポール)
の準備として、ホームスティで必要な表
現、買い物の仕方、手紙の書き方を英
語で学び、日常生活で役に立つ会話
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
PICK UP!

週1回の放課後に、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にも参加ができます。英
会話をしながらアクティビティ大会や料理教室
を開催したり、外国のホリデーを祝ったりして
楽しみます。水明祭ではイングリッシュ・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・コンテストの出場希望者のためにも、
ネイティブの先生が特別な対策を行います。

課外活動や英検のサポート
PICK UP!

※英語国際選択は、ＡＢ類ジュニアコースの生徒のみ選択可能
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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！」という人におすすめのコースです。

舞台芸術の授業はとても魅力的！

私は、歌とお芝居が好きで舞台
芸術選択を選びました。舞台芸
術選択では、舞台に立つため
の基礎を学ぶことができ、心身
ともに成長することができます。
先生や先輩方など、色々な人と
関わることでたくさんの学びを
得ることができます。

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。

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。

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。

舞台芸術選択では、自分を表
現できるダンス、歌、パフォーマ
ンスの授業があり、自分の個性
や表現力、人間性など、たくさん
のことを高めることができます。
私は、仲間と協力して、楽しめる
日々を過ごしています。

伊藤 くるみさん / 2年AB類
三原市立小泉小学校出身

岸田 惇太郎くん / 2年S類
尾道市立西藤小学校出身

正田 真央さん / 1年S類
福山市立赤坂小学校出身

榊原 真彩さん / 1年AB類
尾道市立吉和小学校出身

私が舞台芸術選択を選んだ理
由は、毎年実施される公演を見
て、自分もあの舞台に立ちたいと
思ったからです。憧れの先輩方
に近づけるよう、仲間と日々の時
間を大切にし、様々な表現力を
身につけたいです。

小学校から興味があった舞台
芸術を学ぶために、如水館中
学校に入学しました。舞台芸術
では、実際に様々な先生が指
導してくださり、やりたかったこ
とが出来て楽しいです。

スポーツ選択では、いろいろな
競技を体験することができ、先
輩後輩との関係も深めることが
できます。苦手なスポーツがあっ
ても、それを自ら挑戦することに
よって、自分自身を成長させるこ
とができます。

スポーツ選択の時間は、これま
で経験したことのないスポーツ
を挑戦することができます。他学
年と交流し、仲良くスポーツをす
ることができてとても楽しいで
す。

安川 貴くん / 2年AB類
尾道市立御調中央小学校出身

内海 愛菜さん / 3年AB類
尾道市立高須小学校出身

塩見 友珠さん / 1年S類
三原市立西小学校出身

髙垣 颯汰くん / 1年AB類
尾道市立栗原小学校出身

スポーツ選択では、いろいろな
スポーツを体験することができ
るので楽しいです。この授業は
自分の自主性が鍛えられ、仲間
と信頼を築くことができます。こ
こで学んだことを日常生活にも
生かしていきたいです。

スポーツ選択では、バスケット
ボールやフットサルなど、様々な
スポーツをすることができます。
また、普段しないようなスポーツ
にも取り組めるので楽しく授業
を受けることができます。

舞台芸術選択
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、人間育成に重きをおいた指導を行っています。

豊かな表現力を身につける。
スポーツ選択
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先生が指導
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。

新しい可能性へのチャレンジ。

Voices Voices

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。
モルック、ボッチャ、スポーツチャンバラなど、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 な々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。また、外部から専門家を招き、
救命実習などを行っています。

多種目の競技に挑戦
PICK UP!

上記の授業内容を行うために、
学年混同で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
PICK UP!

ミュージックパフォーマンスダンス

心も身体も大きく成長する中学３年間。
将来にわたって活躍できるアスリートになるため
に、身体づくりの３つの要素を取り入れ、
土台（基礎）づくりをじっくりと行います。

3つのトレーニングで土台づくり！
～体作り・柔軟性・動き作り～

体作り 柔軟性 動き作り

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。

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。

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。
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夢は、ものづくりのスペシャリスト！

専攻機械システム
流れる汗の先に新たな世界が待っている！

専攻クラブ

留学専攻
自らの生き方を考え、より豊かな人生を創造する。活躍の舞台は世界中！

学習専攻
多様な専攻科目で自分を高め、夢をかなえる！

目標別クラス編成

A類では、３学年進級時に受験型にそってクラス編成を行います。
●総合型選抜や学校推薦型選抜を利用して合格を決めたい生徒を中心にしたクラス
●総合型選抜や学校推薦型選抜も視野に入れるが、あくまでも一般選抜を軸に受験を
　考える生徒を中心にしたクラス

類

難関特進

特進

総合進学

一般選抜に加え、総合型選抜や学校推薦型選抜に対応。
国公立・私立大学への進学を目指します。

類

類

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
●東京藝術大学

●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
●東京理科大学
●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

難関特進S類
合格実績（抜粋）

特進Ａ類合格実績（抜粋）

国 公立大 学

●広島大学
●千葉大学
●滋賀大学
●山口大学
●島根大学
●長崎大学

●高知大学
●県立広島大学
●岡山県立大学
●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
●中央大学
●立教大学
●成城大学
●東洋大学
●日本大学

●同志社大学
●関西学院大学
●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

他多数

国公立大学（一般選抜に加え、総合型選抜や学校推薦型選抜
に対応）、また指定校推薦枠のある上位私立大学（同志社大学・
関西大学レベル）合格や公務員合格をめざします。

進路目標

進路
目標

指定校推薦枠（昨年150大学708名の枠）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立大学（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内定を勝ち取ります。

高校2年2月
共通テスト
レベル！！

徹底した
個別

受験対応
サポート

2週間に1回程度
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
大学入学共通テスト
私立大学　一般選抜
国公立大学一般選抜［前期］
国公立大学一般選抜［中期］
国公立大学一般選抜［後期］

難関特進S類サクセスマップ(特進A類の希望者も参加できます)

推薦での私立大学進学、就職試験合格を目指します。

３学年進級時受験型クラス編成

S

A

B
総合進学Ｂ類合格実績（抜粋）

他多数

国公立大学
●東京藝術大学
●県立広島大学
●山口県立大学
●尾道市立大学
●鹿屋体育大学

私 立大 学
●関西大学
●京都産業大学
●津田塾大学
●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）

専 門 学 校・その他 進 路 先
●尾道市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

●硬式野球部 ●男女バスケットボール部
●サッカー部 ●男子バレーボール部 ●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） 

センスある豊かな身体表現こそがDance！
Dance

自己表現はコミュニケーション能力の基本！
Performance

歌う楽しさ×テクニック＝音楽力！
Music

自分で選べる専攻科目！

全部でなんと67科目も開設されています！
（令和4年度実績）

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。

如水館高等学校の

3つの類と5つの専攻

進路目標
●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
●関西大学
●関西学院大学
●同志社大学
●立命館大学

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！

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。

プログラム費用（実績）

姉妹校

長期留学コースと短期留学コースが選べます。
両コースとも３年次は、大学受験に必要な専攻科目を選べます。

Practical English（少人数での英会話）
留　学（ニュージーランド）

4月 4月 12月 4月 3月1月

1年次 2年次 3年次
土曜日のみ

Practical English
（少人数での英会話）

他の時間は学習専攻の専攻科目を履修

留学専攻専攻科目（長期留学コース）

週６単位の専攻科目の時間、ネイティブの先生から実践英語を学びます。１年間のニュージーラ
ンド留学では、ホストファミリーや地元の高校生たちと過ごし、コミュニケーション能力を鍛えま
す。帰国後は、高い英語力と国際的視野を活かして、難関大学や海外の大学進学を目指します。

留学専攻専攻科目（短期留学コース）

１年次は週６単位の専攻科目の時間、ネイティブの先生から実践英語を学びます。１年次１月
から３ヶ月間ニュージーランドに留学します。留学では、ホストファミリーや地元の高校生たちと
過ごし、コミュニケーション能力を鍛えます。２年次は、Practical English（少人数での英会話）
を学び、３年次ではPractical　English（少人数での英会話）の他に、大学受験に必要な専攻
科目を選べます。短期留学も経験でき、大学受験にも幅広く対応できるコースです。

Practical English（少人数での英会話）

留 学
（ニュージーランド）

4月 4月 4月 3月1月

1年次 2年次 3年次
土曜日のみ

Practical English
（少人数での英会話）

他の時間は学習専攻の専攻科目を履修

長期留学（1年間留学）

短期留学（3ヶ月留学）

長期留学 約360万円 短期留学 約130万円
如水館奨学金制度 山中学園2号奨学金 ×留学期間月数

ニュージーランドでは
現地日本人スタッフが
定期的にサポート！！

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。

スポットライトの向こうに、自分の夢が広がっている！

専攻舞台芸術

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。

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。

令和4年度実施クラブ 最大6単位

○数学標準講座<数学ⅠＡ>共通テスト
○表現講座（小論文） ○英語実践演習
○古典演習 など 22科目
大学入試対策には

○英語検定講座〈準１級・２級・準２級〉
○日本語検定講座 ○数学検定講座
○PC講座 など 6科目
資格取得なら

○理科実験 ○数学計算演習
○現代文演習（基礎・標準・発展）
○体験日本史 ○現代社会の深読み など 23科目
基礎から発展まで

○ビジュアルデザインイラスト講座
○ものづくり ○文化講座（和食を作ろう）
○進路探求講座 など 16科目
趣味・夢を見つけよう

国公立大学や難関私立大学への進学を目指します。

※留学先と日程が変更になる場合があります。

為替レート、航空運賃、授業料等により変動します。
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●サッカー部

　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。

マイケル・ベイスティングズ先生
　「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。

令和3年度
第71回
社会を明るくする運動
作文コンテスト

令和3年度
第9回
ミツバチの一枚画コンクール

アフソ・ブライアン先生

英検指導方法について 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。

●令和４年度三原市春季大会
　Ⅱ部個人戦優勝

●平成２８年度中四国大会　優勝
●平成２９年度中四国大会　準優勝
●平成３０年度中四国大会　準優勝

●第43回未来の科学の夢絵画展　優秀賞

●ロボット研究部

●平成３０年度全国中学生アイデアロボットコンテスト　優勝と３位
●令和元年度全国中学生アイデアロボットコンテスト　優勝と３位　
●令和３年度全国中学生アイデアロボットコンテスト　優勝　９年連続全国大会入賞

●第46回近県書き初め展覧会　中学校の部　第２位

漢字検定２級・準２級取得

中1
Ｓ類

ジュニアコースのみ合計

中2
Ｓ類

ジュニアコースのみ合計
2人

0人

中3
Ｓ類

ジュニアコースのみ合計
2人

中1
Ｓ・ＡＢ類

ジュニアコース合計
0人

中2
Ｓ・ＡＢ類

ジュニアコース合計
2人

中3
Ｓ・ＡＢ類

ジュニアコース合計
2人

2級
高校卒業レベル

1人

8人

14人

1人

9人

15人

準２級
高校在学レベル

3人

23人

18人

3人

31人

25人

３級
中学卒業レベル

22人

22人

17人

23人

34人

28人

4級
中学在学レベル

15人

20人

14人

27人

34人

29人

5級
小６レベル

2級
高校卒業レベル

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

英 語 科

数 学 科

● 数学検定グランプリ［金賞］

［令和3年度英語検定2級取得者］

その他の成績

●令和元年度三原市秋季大会1500m２位
●令和３年度県選手権100m出場
●令和４年度三原市春季大会
　２年男子100m１位 
　２年女子100m２位
　共通女子100mH３位

●令和元年度県選手権準優勝　
●令和３年度県選手権出場

数学検定２級・準２級取得

築山 美優さん 
/ 3年 Ｓ類ジュニアコース
福山市立南小学校出身
（中学２年次に取得）

［２級取得］

下垣内 千尋さん 
/ 3年 Ｓ類ジュニアコース
府中市立旭小学校出身
（中学２年次に取得）

［準２級取得］

英検準２級取得

阿蘇 泰志くん
広島大学附属三原小学校出身

3年 Ｓ類ジュニアコース

橋本 沙紀さん
府中市立旭小学校出身

3年 AB類ジュニアコース

千葉 海虎くん
尾道市立高須小学校出身

2年 Ｓ類ジュニアコース

林 愛梨香さん
尾道市立高須小学校出身

3年 AB類ジュニアコース

土屋 太輝くん
世羅町立世羅小学校出身

3年 Ｓ類ジュニアコース

藤岡 夏美さん
福山市立加茂小学校出身

3年 Ｓ類ジュニアコース

島田 流熙くん
尾道市立栗原北小学校出身

3年 Ｓ類ジュニアコース

藤澤 ゆなさん
三原市立本郷小学校出身

3年 Ｓ類ジュニアコース

岸上 空央くん
尾道市立長江小学校出身

3年 Ｓ類ジュニアコース

砂田 愛果さん
竹原市立大乗小学校出身

3年 Ｓ類ジュニアコース

久替 あゆ美さん
尾道市立三成小学校出身

3年 Ｓ類ジュニアコース

令和3年度
第28回
中国地区書初め大会

【最優秀賞】宮地 来海さん / 2年

令和3年度
第42回広島県未来の科学
の夢絵画展
【金賞】中野 陽仁くん / 2年

令和3年度
第42回広島県未来の科学
の夢絵画展
【学校賞】

令和3年度
令和3年三原市青少年健全
育成標語募集
【優秀賞】橋本 沙紀さん / 3年

【秀作賞】兒玉 妃加さん / 3年 

令和3年度　第54回受信環境クリーン図案コンクール
【中国協議会優秀賞】
佐々木 理桜さん / 3年　
今川 里奈 さん / 3年

【中国協議会副会長賞】
久替 あゆ美さん / 3年
吉田 稀くん / 3年
佐竹 南穂さん / 昨年度3年

【入選】佐竹 南穂さん / 昨年度3年

令和3年度
令和3年用国土緑化運動・
育樹運動ポスター原画募集
【入選】住田 遥さん / 3年 

文武両道
如水館
学業も、部活動も。

どんなことにも一生懸命な生徒を
しっかりサポート。

●ソフトテニス部

●平成２９年度県選手権ベスト８
●令和元年度春季市内大会３位

●女子バスケットボール部

●令和２年度南部地区夏季大会３位
●令和３年度三原市秋季大会３位

●男子バスケットボール部

●令和元年度三原市秋季大会２位(三原第一・久井・如水館中合同)　
●令和３年度三原市秋季大会２位(三原第四・大和・如水館中合同)

●野球部

●チアリーディング部 ●美術部 ●書道部

●陸上部

藤川 蒼空くん
尾道市立土堂小学校出身
（中学２年次に取得）

昨年度３年 Ｓ類ジュニアコース
村上 澄空くん
三原市立沼田東小学校出身
（中学２年次に取得）

昨年度３年 Ｓ類ジュニアコース

栗本 莉瑚さん
3年 Ｓ類ジュニアコース●

熊谷 怜汰郎くん
他多数

府中市立旭小学校出身
（中学２年次に取得）

世羅町立甲山小学校出身
（中学２年次に取得）

3年 Ｓ類ジュニアコース●

他多数

令和3年度如水館中学校 漢字検定取得者数

全国ロボットコンテスト
3年連続全国大会優勝

令和元年度
県総体優勝
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如水館クラブ活動

2021年度
後期生徒会長

茶華道部書道部ESS科学部 ダンス部男子バレーボール部ソフトテニス部

●令和元年度 三原
市秋季大会２位

 (三原第一・久井・如
水館中合同)　

●令和３年度 三原
市秋季大会２位

 (三原第四・大和・如
水館中合同)

野球部

３年 下垣内 千尋さん　
府中市立旭小学校出身

３年 久替 あゆ美さん　
尾道市立三成小学校出身

３年 樋口 響子さん　
ぎんがの郷小学校出身

●平成２８年度 県総
体女子団体４位

●平成２９年度 県総
体女子団体６位

●平成３０年度 県総
体女子団体４位

体操部

●平成３０年度 全国
中学生アイデアロボッ

トコンテスト 優勝と
３位　

●令和元年度 全国
中学生アイデアロボッ

トコンテスト 優勝と
３位

●令和３年度 全国中学生アイデア
ロボットコンテスト 優

勝

 ３年連続全国大会優
勝（令和２年度大会は

中止）

ロボット研究部

●令和元年度 広島
県ジュニア美術展デ

ザイン系

 「優秀賞」「入選」

●令和３年度 広島
県愛鳥週間ポスター

 「特別賞」

●令和３年度 広島
県Web公募美術展

 ジュニア部門絵画・デ
ザイン

 「特選」

美術部

●令和３年度 中国ジ
ュニアゴルフ選手権大

会出場ゴルフ部

２年 安川 貴くん　
尾道市立御調中央小学校出身

３年 住田 遥さん　
尾道市立三成小学校出身

２年 吉實 美結さん　
世羅町立せらにし小学校出身

２年 大原 直翔くん　
福山市立山南小学校出身

３年 頼兼 蓮くん　
三原市立深小学校出身

２年 下久𠮷 絢音さん　
尾道市立御調中央小学校出身

３年 阿蘇 泰志くん　
広島大学附属三原小学校出身

３年 土屋 太輝くん　
世羅町立世羅小学校出身

３年 吉田 稀くん　
福山市立東村小学校出身

●平成２９年度 南部
地区夏季大会 男子

団体３位　女子個人
３位

●平成３０年度 南部
地区夏季大会 男子

団体２位

●令和３年度 南部地区夏季大会 
男子個人２位

剣道部

●令和元年度 県選
手権準優勝

●令和元年度 県総
体優勝

●令和３年度 県選
手権出場

サッカー部

●平成２８年度 中四
国大会 優勝

●平成２９年度 中四
国大会 準優勝

●平成３０年度 中四
国大会 準優勝

チアリーディング部

●平成２９年度 県選
手権ベスト８

●令和元年度 春季
市内大会３位

女子バスケットボール
部

●令和２年度 南部
地区夏季大会３位

●令和３年度 三原
市秋季大会３位

男子バスケットボール
部

卓球部

３年 今川 里奈さん　
尾道市立山波小学校出身

３年 内海 愛菜さん　
尾道市立高須小学校出身

３年 砂田 愛果さん　
竹原市立大乗小学校出身

３年 栗木 孝さん　
三原市立沼北小学校出身

３年 胡本 朋輝くん　
三原市立木原小学校出身

２年 石畠 奏くん　
尾道市立栗原小学校出身

３年 瀬上 猪誠くん　
福山市立金江小学校出身

３年 岡本 要くん　
三原市立木原小学校出身

２年 中村 海燕くん　
尾道市立重井小学校出身

３年 熊谷 怜汰郎くん　
世羅町立甲山小学校出身

２年 森田 柊斗くん　
尾道市立高須小学校出身

昨年度3年 廣谷 惺くん
三原市立三原小学校出身

岡﨑 庵那さん
竹原市立中通小学校出身

２年 藤本 紗英さん　
尾道市立高須小学校出身

３年 兒玉 妃加さん　
世羅町立世羅小学校出身

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。

9年連続全国大会入
賞

●令和３年度 広島
県吹奏楽コンクール

Ａ部門 金賞

 (通算19回Ａ部門金
賞受賞）

●令和３年度 広島
県アンサンブルコンテ

スト 金賞

吹奏楽部
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4月 ○ 学力推移調査　○ 体育祭

5月 ○ 創立記念式

6月 ○ 英語検定　○ 漢字検定　○ 学力診断テスト（３年）
○ 数学検定

7月 ○ 期末試験　○ 進路ガイダンス　○ 合唱コンクール
○ 夏期補充

8月 ○ 夏期補習（講習）

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

10月 ○ 英語検定　○ 中間試験　○ 校内球技大会　
○ 学習旅行（3年生）

9月
○ 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
○ 学力推移調査　○ 代ゼミ講師によるキャリアセミナー

11月

1月 ○ 英語検定　○ 学力診断テスト　○ 学力判定試験（３年）

2月 ○ 漢字検定　○ 学力推移調査（S類Jr）　○ 学習発表会
○ 数学検定

3月 ○ 学年末試験　○ 修了式　○ Ｓ類春期学習合宿（新高1）
○ 春期補充

○ 舞台芸術発表会　○ 国際交流会（英語国際選択）
○ 漢字検定　○ 学力診断テスト（3年）　○ 数学検定

道徳授業実践例（１年生抜粋）

年間スケジュール

1
学
期

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。

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。

友だちとは
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。

“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。

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。

2
学
期

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。

生命の誕生
生命尊重の意識を育てる　※講師を招いての講演会。

“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。

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。

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。

3
学
期

自立と責任
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。

体育祭
School LifeSchool Life 4月 ５月 ６月

７月

９月

１０月

１１月

３月

２月

水明祭

校内球技大会

学習発表会展示

舞台芸術発表会

学習発表会 ＩＣＴ

進路学習会（代々木ゼミナール）

社会見学

創立記念式

海 外 学 習 旅 行

令和元年度合唱コンクール

修了式

中２対象進路説明会

12月

百人一首かるた大会

生徒会任命式

授業風景
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学校から

徒歩5分

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

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。

3 . 支 給 方 法

入試成績による奨学金は、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

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。

5 . 審 査 結 果の通 知

2 . 基 準 及び支 給 額

山中学園奨学金給付制度

※支給額の(　)内は年間支給額入試成績による場合

［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。

［3］入試成績と英検取得の両方の基準に該当する場合
・入試成績と英検取得の両方の基準に該当する場合は、どちらか基準の上回る方を適用します。

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37,000円支給（444,000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 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 月額20,000円支給（240,000円）2号

※支給額の(　)内は年間支給額実用英語技能検定（英検）取得による場合
英 検 取 得 基 準

第1回入試までに英検準2級取得の児童

支 給 額 入試の得点換算
入学手続金支給(90,000円)＋1号奨学金(月額30,000円)を1年間支給

合計450,000円

第1回入試までに英検3級取得の児童
入学手続金支給(90,000円)＋2号奨学金(月額20,000円)を1年間支給

合計330,000円

第1回入試までに英検4級取得の児童
入学手続金支給(90,000円)＋3号奨学金(月額10,000円)を1年間支給

合計210,000円

英語の入試得点100点を保証

英語の入試得点90点を保証

英語の入試得点80点を保証

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

食費 24,000円（月額）

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
『如水館』の生徒専用の寮で、学校と提
携した民間寮です。

全寮協加盟

（中学生には原則として自宅からの通学を勧めています。）

まつの寮
三原駅に近い民間寮で、
学校より路線バスで約２０分

9月19日(祝)
10月 8日(土)
10月23日(日)

9:20~11:30 本校
10:00~11:30 本校
10:00~11:30 本校

月額 ５５，０００円（1人部屋）
月額 ５０，０００円（2人部屋）
朝食・夕食（土日祝日を除く）、
管理費（光熱水費）を含む

規模

費　用

鉄骨４階建

収容定員

部屋代・食費
管理費ほか

男女１０名

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。

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。

機械システム専攻の実習で使用してい
ます。ドアの緑色は「風」を表しています。

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。

ACC ESS
尾道・三原方面から
中高合計で
150名以上の生徒が
自転車通学
しています。

オープンスクール 体験模試 入試説明会

（国語・算数・英語）
９月１９日（祝）　９：００～１２：２０　本校６月１９日（日）　

７月１０日（日）　
９：００～１２：００　本校
９：００～１２：００　本校

Graduate’s Message

卒業生からのメッセージ

如水館高校で６年間学んで、自分がもっとも良かっ
たと思うことは、心から尊敬しあえる友人を作れた
ことです。自分はソフトテニス部に所属していました
が、部活の友達は皆、何ごとにも懸命で、自分を引っ
張ってくれました。

同志社大学
理工学部
電気工学科１年
［中学時／英語国際選択］
村上 太一くん

自己推薦書の添削や面接練習など多くの先生方に
サポートしていただいたおかげで、自信をもって入試
に臨むことができました。如水館で学校生活をおく
れたこと、また同じ高い目標を持った友人に出会え
たことを、大変嬉しく思っています。

同志社大学
経済学部
経済学科１年
［中学時／学習演習選択］
大森 愛理さん

高校生の時に日本語に関心を持ち、現在は大学で言
語や日本文学について学んでいます。数多くの専攻を
設けている如水館は、興味のある分野を発見するの
に大変適した環境です。しかし、この環境を活かすこ
とができるかは皆さんの行動次第だと思います。積極
的に学ぶ姿勢を大切にしてください!

同志社大学
文学部
国文学科１年
［中学時／学習演習選択］
宮之原 仁美さん

私は如水館に入学して、先生方の手
厚いサポートや充実した学習環境の
おかげで、自分の強みを見つけること
ができました。中学生の内からネイ
ティブの先生方との授業があったか
らこそ、大学入試でも欠かせない英
語力を伸ばすことができたと実感し
ています。

私は、大学で人と宗教の関わりについ
て学んでいます。他にも学習会へ行っ
たり、先輩や同級生と議論をしたりし
て世界と日本の社会問題について学
ぶことも頑張っています。如水館での
６年間を通した英語外部試験対策で
得た資格により大学受験では英語が
大きな支えになりました。

大学で習う数学や物理はとても難しい
ですが、如水館中学校、高校での６年
間、先生方が基礎から応用まで熱心に
教えてくださったので力がつき、今の大
学の授業もスムーズに進めることがで
きています。また、如水館は中学から
英語にも力を入れているので入学して
良かったと思っています。

大学生

アリーナ

３号館

実習棟

２号館

事務室・保健室・校長室・職員室があり
ます。ドアの赤色は「火」を表しています。

本部棟

１号館

如水館では、先生方からのサポートに加え、自習室
など自学自習ができる環境が整っているため、自分
のペースで効率よく勉強することができました。また、
先生方は生徒の意思を汲み取り、納得のいく進路決
定をしてくださいました。志望校に合格できたのは、
周りの方々の支えがあったからこそだと思います。

私は如水館には６年間お世話になりました。高校で
はＳ類でしたが、勉強だけでなく様々な面でやりたい
ことを皆で共有して全力で没頭できる、そのような環
境に身を置くことができるのが如水館の魅力です。
この環境を無駄にしないようやりたいことを本気で
取り組んで頑張ってください。

神戸大学
工学部
電気電子工学科１年
［中学時／スポーツ選択］
久田 海斗くん

私は中学校から高校まで如水館で学校生活を送りました。中学
校のときは先生方が高校範囲の内容も先取りしてくださって、よ
り幅広い考え方を学ぶことができました。それと同様に、高校で
も上学年で習うことを早いうちから学び、スムーズに勉強ができ
ました。普段の生活から受験まで、担任や教科担任の先生方は
いつでも親身に接してくださいます。勉学だけでなく、部活動に
も積極的に取り組みました。先輩や同級生、後輩にも恵まれ、如
水館でしか過ごせない楽しい学校生活を送ることができました。

岡山大学
医学部
保健学科１年
［中学時／英語国際選択］
豊田 琉夏くん

広島大学
総合科学部
総合科学科3年
［中学時／学習演習選択］
佐々木 捷梧くん

関西大学
外国語学部
外国語学科4年
［中学時／英語国際選択］
久本 真水さん

関西大学
文学部
総合人文学科2年
［中学時／英語国際選択］
鵤 愛子さん

関西大学
システム理工学部
機械工学科2年
［中学時／学習演習選択］
藤澤 侑生くん

如水館では、自分の目標に合った授業を選択でき苦
手な科目や検定の勉強をする環境が整っています。
そのような環境の中で先生方が全力でサポートして
くださるので自分のペースで学習が進められます。
このような如水館で6年間学ぶことができて本当に
良かったです。

如水館には勉強や進路で分からないことを親身に
なって教えてくださる先生方がたくさんいらっしゃい
ます。また、友達にも精神的に支えてもらい、そのお
かげで今があると思っています。皆さんも活用できる
ことはなんでも活用して、目標を達成できるよう頑
張ってください。

私は如水館で６年間お世話になりました。担任の先
生と面談担当の先生にサポートしていただいた結果、
第１志望の大学に合格することができました。如水館
には心から感謝しています。皆さんもぜひ如水館でや
りたいことに全力で挑んでみてください。

島根大学
総合理工学部
知能情報デザイン学科１年
［中学時／英語国際選択］
高橋 栄人くん

福山市立大学
教育学部
児童教育学科2年
［中学時／学習演習選択］
小林 果歩さん

尾道市立大学
経済情報学部
経済情報学科2年
［中学時／スポーツ選択］
吉原 颯人くん

7:55

7:09

4分

如水館まで
58分

新市

如水館まで
48分

府中

如水館まで
21分

御調

如水館まで
70分

甲山

如水館まで
90分

安芸津

7:25

如水館まで
75分

竹原

7:38

如水館まで
62分

忠海

8:03

三原 尾道 松永 福山

如水館まで
55分

久井

如水館まで
79分

因島 如水館まで
37分

向島
須波

八本松 西高屋

7:43 7:357:50 7:48 7:257:25 7:097:097:147:14

6:53

7:05 7:13 7:18 7:32

JR福塩線

如水館

西条 河内 本郷

神辺

40分

40分

34分20分
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