
如水館高等学校 入試説明会 参加申込書

以下の項目に□をつけてください。

入試説明会
配布資料

如水館高等学校

入試説明会では、如水館の類型・専攻の説明や、
如水館についてのいろいろな説明を聞くことができます。

入試説明会
2019募集

おいでよ、
如水館へ！

13：00～14：0010月13日（土）
10：00～11：0010月13日（土）
19：00～20：0010月19日（金）
10：00～11：0010月20日（土）
11：00～12：0010月27日（土）
11：00～12：0010月28日（日）
19：00～20：0011月　1日（木）
12：40～13：1011月　3日（祝）

ホテル広島ガーデンパレス3F（広島）

キャンプin府中2F

三原リージョンプラザ南館2F

尾道市人権文化センター3F

三原市芸術文化センターポポロ1F

十日市きんさいセンター1F（三次）

三原市芸術文化センターポポロ1F

広島テクノプラザ2F（東広島）

西部市民センター4F（松永） 19：00～20：0011月　9日（金）

入試の詳しい話をしっかり聞けるチャンス！

本校会場 入試説明会内容

10/14と10/21の登下校のバス便については中学校へ連絡しますのでご確認ください。

受付 9：00／9：30～12：30
10月14日（日）

受付 9：00／9：30～12：30
10月21日（日）

入試情報の提供

■入試説明会参加希望者
□本人のみ　□保護者のみ（　　 名）　□本人・保護者同伴（計　　 名）

■見学・体験希望クラブ名（希望するクラブ・授業があれば、上記から1つお選びください）
□10/14　見学  ・  体験　希望クラブ名または体験授業名（　　　　　　　　　　　　 ）
□10/21　見学  ・  体験　希望クラブ名または体験授業名（　　　　　　　　　　　　 ）
■入試説明会で聞いてみたい類に1つだけ□をつけてください。
□総合進学Ｂ類　□特進Ａ類　□難関特進Ｓ類

■入試説明会参加希望日
□10/13
□10/13
□10/14
□10/19
□10/20
□10/21

ホテル広島ガーデンパレス（広島）
キャンプin府中
本校会場
三原リージョンプラザ南館
尾道市人権文化センター
本校会場

□10/27
□10/28
□11/  1
□11/  3
□11/  9

三原市芸術文化センターポポロ
十日市きんさいセンター（三次）
三原市芸術文化センターポポロ
広島テクノプラザ（東広島）
西部市民センター（松永）

● 学校案内
● 如水館データブック

● 解答付き過去問題
● 生徒募集要項（願書）

● 単願入試と併願入試の違いは？
● 昨年度入試結果は？
● 合格ラインはどれくらい？
● どんな問題がでるの？
● 奨学金制度はあるの？
　 などなどあらゆる疑問にお答えします。

リスニングテスト
公開（英語）

昨年度の英語のリスニングテストを、
そのまま体験していただけます。
入試本番のリスニング問題の雰囲気がわかります。

入試学習
アドバイス

英数国の入試出題ポイントは
本校会場でしか聞けません。
また、入試過去問題集も配布されます。
（他会場での説明はありません。）

〒723-8501 広島県三原市深町1183番地
TEL 0848-63-2423（代）
FAX 0848-63-2442
E-mail:kouhou@josuikan.ed.jp
http://www.josuikan.ed.jp/

［広報部］

学校法人  山中学園
如 水 館 高 等 学 校

学校名 中学校

名前

住所 〒　　　　-

（ 男 ・ 女 ） TEL　　　　　　-　　　　　　-

入試説明会のお申込みはこちらからできます▼
参加希望の方は、下記の申込書にご記入のうえ、10月5日までに中学校
より本校へ申込書を郵送ください。ホームページからも申し込みできます。
10月5日を過ぎて申し込みをされる場合は、参加者数把握のため早急に
必ずFAXにて申し込み用紙を送付ください。なお、参加申し込みデータは
本校の今後のイベントのご連絡用にのみ使用させていただきます。

■入試説明会で聞いてみたい専攻に1つだけ□をつけてください。
□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
■本校会場に来られる場合、寮見学の希望があれば□をつけてください。
□前川深町寮（野球部・バスケットボール部・駅伝部以外の生徒）
□男子寮（男子バスケットボール部・男子駅伝部）

入試 説明会本校会場
開催日時・場所本校会場以外

10月14日
（日）

本校会場の入試説明会では、
クラブ見学・体験、授業体験が可能です。

● サッカー部（見学のみ）
● チアリーディング部
● 硬式野球部（見学のみ）
● 弓道部
● ソフトテニス部（男女）
● 女子バレーボール部

● 柔道部
● 剣道部
● 空手道部（見学のみ）
● 駅伝陸上部
● 体操部
● 吹奏楽部

● 茶華道部
● 美術部
● ダンス部（見学のみ）
● 難関特進S類
　 数学体験授業

10月21日
（日）

● サッカー部（見学のみ）
● 男子バスケットボール部
● 女子バスケットボール部
● 硬式野球部（見学のみ）
● 弓道部
● ソフトテニス部（男女）

● 女子バレーボール部
● 柔道部
● 剣道部
● 空手道部（見学のみ）
● 駅伝陸上部
● 体操部

● 吹奏楽部
● ダンス部（見学のみ）
● 難関特進S類
　 数学体験授業

キリトリ線キリトリ線
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如水館高等学校 入試体験模試 参加申込書

以下の項目に全て必ず□をつけてください。

如水館高等学校入試と同じレベルの模試です。
難関特進Ｓ類・特進Ａ類・総合進学Ｂ類の模試は同一の問題です。

入試体験模試
受験2ヶ月前に入試体験模試で学力チェック！

まずは入試体験模試を受けてみよう

受付 8：30

■入試体験模試の参加希望者
□本人のみ　□本人・保護者同伴（計　　 名）

■入試体験模試の来校方法
□三原駅・甲山方面のバスで来校
□尾道駅（長江経由）のバスで来校
□尾道駅（桜土手経由）のバスで来校
□松永駅からのバスで来校

□御調・府中方面のバスで来校
□西条駅から東広島会場までの学校送迎バスを利用
□保護者の車で来校（送迎も含む）
□自転車で来校

■受験を希望する類に必ず□をつけてください。

□総合進学Ｂ類　□特進Ａ類　□難関特進Ｓ類

■入試体験模試の受験会場　希望する会場に必ず□をつけてください。
□1.本校会場　□2.東広島会場　□3.福山会場
■11/3 入試説明会の参加希望（本校会場は保護者のみ／東広島会場は生徒保護者）
□希望する　□希望しない
■保護者が本校会場に来校される場合個別相談を希望されますか？
□希望する　□希望しない

〒723-8501 広島県三原市深町1183番地
TEL 0848-63-2423（代）
FAX 0848-63-2442
E-mail:kouhou@josuikan.ed.jp
http://www.josuikan.ed.jp/

［広報部］

学校法人  山中学園
如 水 館 高 等 学 校

学校名 中学校

名前

住所 〒　　　　-

（ 男 ・ 女 ）

塾名 塾　　　　　　　　　　教室（校） TEL　　　　　　-　　　　　　-

入試説明会のお申込みはこちらからできます▼
参加希望の方は、下記の申込書にご記入のうえ、10月5日までに中学校
より本校へ申込書を郵送ください。ホームページからも申し込みできます。
10月5日を過ぎて申し込みをされる場合は、参加者数把握のため早急に
必ずFAXにて申し込み用紙を送付ください。なお、参加申し込みデータは
本校の今後のイベントのご連絡用にのみ使用させていただきます。

バスの台数は受験生の数によって増やします。

①本校
②東広島会場（ホテルヴァン・コーネル）
③三次会場（広島県立みよし公園カルチャーセンター）
④福山会場（専門学校広島国際ビジネスカレッジ）

1. 本校会場（如水館高等学校）
2. 東広島会場（広島テクノプラザ2F）
3. 福山会場（専門学校広島国際ビジネスカレッジ8F 福山市霞町1丁目2-3）

（入試体験模試の日は、□をつけた類ごとの教室で模試を受けるので、必ず記入してください。）

［東広島会場］

対象
中学校
3年生

受験料

無料

8：30～  9：00
9：00～  9：15
9：25～10：15
10：30～11：20
11：35～12：25
12：25～　　　

受付後、受験教室に入室（受験希望類ごとの教室に入ります）
集合・点呼　受験票記入
英語
数学
国語
個別相談（生徒と保護者の希望者）

12：40～13：10 希望する生徒・保護者には、入試説明を行います。

11月3日（祝）

11月3日（祝）限定バス時刻表

開催日時 会　　場

①成績上位者には奨学金対象生としての通知を行います。
②体験模試受験者の得点、類ごとの平均点、
　類ごとの得点分布、模範解答を中学校に送付いたします。

受験特典 当日の日程

● 筆記用具 ● 上履き をご持参ください。
　 ※東広島会場・福山会場は上履きは必要ありません。

持 参 物

各教科の出題範囲

本校会場の場合

本校会場では、生徒が体験模試を受けている間
入試説明や個別相談（希望者）を実施します。
保護者・引率者控室も準備しています。

行き

出題範囲 試験時間 配点

3年生1学期までの学習範囲
（リスニングテストを含む）

50分 100点英語

3年生1学期までの学習範囲 50分 100点数学

3年生1学期までの学習範囲 50分 100点国語

教科

入試日
および
入試会場 1月15日（火）

平成31年
入試日 入試会場

単願入試 併願入試
併願入試

併願入試
単願入試 併願入試

各方面からの所要時間とバス料金
路線バスなので各停留所より乗降できます。

［三原駅より］20分／片道390円
［甲山営業所より］70分／片道1,080円
［尾道駅より］32分／片道490円
［松永駅より］40分／片道520円
［御調・市より］20分／片道450円

三原駅（隆景広場）→如水館
①7：50発　②8：10発　③8：15発三原駅方面
甲山営業所→三原駅（隆景広場）→如水館
①中国バス甲山営業所7：25発→三原駅8：15着（三原駅②8：15発へ）甲山方面
尾道駅→如水館
①7：55発（長江経由）　②8：05発（桜土手経由）尾道駅方面
松永駅南口→如水館
①7：55発松永駅方面
御調・府中方面→如水館
①金丸7：14発→御調高校前8：02発→如水館御調・府中方面
（学校送迎バス）西条駅→広島テクノプラザ
①8：30発西条駅方面

帰り
如水館→三原駅（隆景広場）
①12：40発　②12：55発三原駅方面
如水館→尾道駅方面
①13：10発（長江経由）
②12：40発（桜土手経由）

尾道駅方面

如水館→松永駅方面
①13：00発松永駅方面
如水館→御調・府中方面
①12：35発（金丸行き）御調・府中方面
（学校送迎バス）広島テクノプラザ→西条駅
①12：35発　②13：20発西条駅方面

キリトリ線キリトリ線
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