
　 JR広島駅に最も近い高校

●JR ………………………… 広島駅北口〈新幹線口〉（徒歩約14分）
●広電バス……………………府中方面行・曙営業所下車（徒歩約4分）
●広島バス（大内越峠経由）…戸坂・東浄行〈27号〉　寺分・小河原行〈29号〉
                                         三本松下車（徒歩約1分）
※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

〈交通〉
呉

西条

戸坂 玖村

瀬野横川 中野東西広島 新白島新井口五日市廿日市

中深川

坂矢野

32分14分10分※各駅から広島駅までの所要時間です。

アストラムライン（新白島までの所要時間）

可部

広域公園

緑井

大町

下祇園

長楽寺

31分20分16分11分14分18分 7分 広島3分 2分

海田

9分

30分18分9分34分 23分 15分

15分23分38分

本通

Zoom Zoom
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広島駅 天神川駅

イ
オ
ン
モ
ー
ル

瀬
戸
内
高
等
学
校

曙営業所

三本松

曙営業所
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→海田・東広島方面

戸坂方面↑

海田・東広島方面

school guide 2018

AM9：00～

AM10：00～

AM9：00～12：00（予約不要）

9月23日　・24日　

11月11日　

AM10：00～11月18日　

●コース説明会　●クラブ体験　●校内施設見学　●女子制服試着　ほか

Open School

入試説明会

7月15日　・10月21日　・12月2日
個別説明会・学校公開

学園祭

●募集要項　●コース説明会　●校内施設見学　●女子制服試着 ほか



いつも感謝の心を持ち、

誠実勤勉で礼儀正しく、

責任感のある人物の育成をめざします。
理事長

松本  豊彦

いつも

誠実勤

責任感のある人物の育成をめ
理事長

松本  豊彦

■沿革 明治34年  4月15日

大正  3年  4月  1日
大正12年  4月  1日
昭和  2年  4月  1日
昭和20年  8月  6日
昭和23年  5月  3日
昭和49年  9月  1日
昭和53年12月31日
平成  3年11月20日
平成13年  2月  9日
平成13年11月20日
平成14年  4月  1日
平成16年  9月  1日
平成27年10月  1日

校祖松本隆興　広島県賀茂郡西条町吉行（現東広島市）の地に小学校教員
養成を目的とする私立松本学校を創設
商業教育を目的とする松本商業実務学校を設立開校
実務学校令による広島県松本商業学校に改組
広島市尾長町355の１（現在地）に校舎移転
原爆により校舎・付属施設備品等全焼し、教員２名・生徒54名被爆死
学制改革により広島県松本商業学校を広島県松本商業高等学校に移行開校
学校法人瀬戸内学園　広島県瀬戸内高等学校と改名
広島市山根町に校外グランド竣工
学園創立90周年記念式典を挙行
新校舎竣工
学園創立100周年記念式典を挙行
男女共学とする
人工芝グランド竣工
体育館竣工

2020年度大学入試改革に向けて
本校の指導体制を強化します。
　現在中学3年生が大学受験する2020年度の大学入試から新テストが始まります。中学3年
生の皆さんはまだ実感がないかもしれませんが、この大学入試改革は大学入試センター試験
が開始された時から30年ぶりに行われるものです。従来のマークシート方式から思考力や判
断力・表現力、さらに英語のスピーキング力を重視するテストになります。
　本校ではこの大改革に向けて、授業にICTを活用して効率化するなど早期の対策によって、
初めてこの試験に臨む皆さんの不安を解消します。広い視野と問題を発見し解決する力、柔
軟な対応力など多様な能力が要求される時代のニーズに即した指導を行います。
　本校では大学受験だけでなく、生徒一人ひとりの進路に応じたキャリア教育にも重点を置
いています。特に公務員コースでは公務員として社会の即戦力となる人材を多数輩出しててい
ます。
　高校1年生の時にしっかりとした目標を定め、より高い目標に到達するために、瀬戸内高校で
充実した高校生活を送っていただくことを期待するとともに、最大のサポートをお約束します。

1 2

校 長　神垣  憲雄
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◎コース選択制 ２年生から多彩なコースに分かれ
希望に応じたコース選択によって確かな進路を実現します。

難関国公立大学、難関私立大学を目指すためのコースです。成
績優秀者を集めた少数精鋭のハイグレードクラス。スーパー特
進プロジェクトの専門スタッフによるハイレベルで密度の濃い授
業に加え、補習を実施することにより週40時間を超える学習時
間を確保。

1年生のコース

2年生からのコース

特別進学コース
〈給付型奨学金制度あり〉

一 般 コ ー ス

スーパー特進コース
（理系）

スーパー特進コース
（文系）

国公立大学、有名私立大学を目指すためのコースです。得意
分野を徹底的に伸ばして、目標とする大学に合格できる学力
を養います。平日７時間授業を実施し、勉強時間も確保。勉強
とクラブの両立も可能です。

高校卒業と同時に公務員になるためのカリキュラムがある広
島県で唯一のコースです。社会全体のために働ける心と能力
を育み実践力を養います。

生徒個々の学力を最大限に伸ばすことが可能なコースです。
入学時より3年後を見据えた学習計画により、大学受験に対す
る基礎的な学力、姿勢を養成する一方で、難関大学で出題さ
れる応用問題にも取り組みます。

基礎学力の定着により不得意分野を克服するだけでなく、得
意分野を伸ばし、自分らしさを探求していくコースです。勉強や
部活動等を通して基本的な学習習慣や生活習慣を確立し、
自分からやる積極的な姿勢を育て、充実した高校生活を送る
ことができます。

情報化社会に対応できる即戦力の人材育成を目指します。２
年間で商業や情報処理の検定にチャレンジし、取得した資格
を活かして進学や就職を実現します。

４年制大学、短期大学、専門学校、就職など適性に応じて進
路を選択することが出来ます。個人のニーズに合わせたきめ細
かい進路指導を行います。

看護医療系の大学や専門学校への進学を目指すためのコースです。
「自分が望んだ高いレベルの医療従事者」になるために提携大学での
授業や医療体験などを早い段階から実施し自覚を育みます。

特別進学コース（理系）

特別進学コース（文系）

公 務 員 コ ー ス

看護医療進学コース

情報デザインコース

総合進学コース

ICTを活用して授業をスリムに効率化
全教室にプロジェクターを設置し、

全教員がタブレット端末を使用して直感的でわかりやすい授業を行います。

〈平成28年度合格実績〉
北海道大学
埼玉大学
大阪教育大学
広島大学
島根大学
山口大学

鹿児島大学
国際教養大学
静岡県立大学
県立広島大学
島根県立大学
山口県立大学

福山市立大学
防衛大学校 2
防衛医科大学校 2　他国公立大学国公立・難関大

合格者数
3年前の3倍以上

私立大学

公 務 員

青山学院大学
中央大学 2
学習院大学 2
法政大学 2
東京理科大学
日本大学
神奈川大学
駒澤大学

立命館大学 10
関西大学 2
近畿大学
関西外国語大学 2
広島修道大学 17
安田女子大学 12
広島国際大学 23
広島女学院大学 11

広島工業大学 11
広島経済大学 34
比治山大学 21
広島文化学園大学 5
広島都市学園大学 2　他

警視庁事務
東京消防庁
税務職員 4
関東事務

広島市学校事務
広島県警 3
広島市消防
刑務官 2

自衛隊 7　他

2020年度新テストに対応した
確かな学力を養成します。

合格実績も飛躍的に上昇しています。

●より深く、主体的な学習で学力向上。思考力・判断力・表現力を高めて2020年度の
　「新しい大学入試」に対応します。
●新しく大学入学段階で求められる「思考力・判断力・表現力」をきちんと身につけられる　
　授業を全教科で展開します。

公務員試験
合格者数

1期生の6倍以上
〈公務員コース〉

平成25年度

■国公立　■難関大学　（難関私大…　GMARCH、関関同立以上）　　

平成26年度

平成26年度

平成27年度

平成27年度

平成28年度

6

6
6

6

9 11

11

18

20

12
15

22

38

平成28年度

3
5

19
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Preparatory Course 特別進学コース1年

特別進学コース

◉特別進学コースの特長
特進コースでは、過去数年間でさまざまな取り組みを行い、国公立
大学合格者数を含め進学実績を着実に伸ばしてきました。
3年前から専門的なプロジェクトチームを編成し、学力指導をさらに
強化しています。週の授業時間をこれまでより6時間多い45時間に
増やし、基礎の反復練習や実践問題に取り組む時間を確保します。
そしてレベルの高い教員団がアイデアを共有し、最高の授業を展開
します。また、難関大学合格という目標へ向かって、最後まであきらめ
ない強い精神力育成にも力を注ぎます。そのほかにも学力向上と人
間力育成のためにたくさんの取り組みを行います。

主な年間計画
自己管理シート作成、特進集会、保護者会
定期試験取り組み指導(2週間前)
模擬試験復習指導(1，2年生)、オープンキャ
ンパス希望調査(3年生)
夏季補習開始、志望理由書指導(2年生)
夏季勉強合宿(3泊4日)、ディベート大会
学習状況計画振り返り、センター試験戦
略会議報告
校内センター試験練習会開始(12月まで)
模擬試験復習指導(1，2年生)、推薦入試指導
出願検討会議、センター試験対策講座
大学別2次対策講座、センターチャレンジ
受験(1，2年生)
保護者会(年間報告、満足度アンケート実施)
春季勉強合宿(3泊4日)

4月
5月
6月

7月
8月
9月

10月
11月
12月
1月

2月
3月

特別進学コース
学校生活の1日

1年1組

登校

登校

起床
朝食

6：00

7：00

8：00

15：25

16：15

17：00

1時限
8：50

2時限

夕食

下校

部活

7時限

ホームルーム
掃除

09：50

3時限
10：50

4時限

昼食

5時限

6時限

11：50

13：25

12：40

14：25

18：00

19：00

20：00

21：00

22：00

23：00

就寝

家庭学習
（３時間）

毎朝、校門で
生徒会が

あいさつ運動
をしています。

08：00 昼食12：40

数学Ａ13：25 国語14：25

世界史15：25

ホームルーム08：40

コミュニケーション英語08：50

大学受験に
英語は必須です。

一生懸命
頑張っています。

音楽09：50

数学Ⅰ10：50 英語表現11：50

ホームルーム16：15

掃除16：30

部活17：00

ICT授業は
とても分かり
やすいです。

先生の伴奏で歌う
のも楽しいです。

友達との楽しい
ランチタイム。

仲間がいっぱいで
高校生活は
大満足!

東大出身の
先生です。

分からないところは
積極的に

質問しています。

今、人気の
バドミントン!

東京オリンピックは
夢かな?

島根大学生物資源学部、近畿大学理工学部・農学部合格

是永 達也
（安浦中学校出身）

いつも先生に支えられて心強い高校3年間でした。おかげで
英語も大好きになりました。勉強方法については各教科の先
生にしっかり指導していただき感謝しています。大学では
もっとグローバルな視点で世界を夢見ています。

県立広島大学経営情報学部、立命館大学、広島修道大学合格

岡田 広美
（高陽中学校出身）

自分を信じて頑張ること、そして人に感謝することを学びま
した。先生方の優しい指導で、楽しく授業を受けることがで
きました。大学でももっと多くのことを学び、大学院に進み
たいと夢をふくらませています。丁寧なご指導ありがとうご
ざいました。
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General Course 一般コース1年

一般コース
夢を実現する第一歩は「絶対になりたい」と強く思い続けることです。
サッカー選手になりたい。教師になりたい。エンジニアになりたい。皆さんには様々
な夢があるはずです。
高校生活で夢を育てて、その思いを実現するための実践力を身につけ、夢を現実の
ものにしましょう。
瀬戸内での３年間であなたの中に眠っている才能が目覚めます。

夢を育てて、なりたい自分になろう！！

基礎学力の定着をはかることを重点的にさまざまな教科をバランスよく学
びます。そしてクラブ活動を行うことを推奨し、文武両道を実践できる習
慣を身につけます。

自分の将来設計を１年間通じ
て行い、2年生から各個人の能
力とやりたいことに応じて、
特別進学コース・公務員コー
ス・看護医療進学コース・情
報デザインコース・総合進学
コースの5つのコースに分かれ
て進路実現のための総合的な
学習ができるコースです。

◉一般コースの特長

●基礎学力の向上に重点
●幅広い進路選択に応えるカリキュラム
●進学、就職などあらゆる進路に対応
●クラブ、やりたいことと勉強の両立
●英語検定・漢字検定など各種の検定
　にチャレンジしてスキルアップ

一般コースのポイント
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Advanced Preparatory Course スーパー特進コース2・3年 Preparatory Course 特別進学コース2・3年

スーパー特進コース

スーパー特進コースの特長の一つは学校での
学習時間の多さにあります。補習の時間は、平
日は毎日１時間、土曜日は午前中、夏休み中は
自習時間を入れて毎日７時間です。その時間は
全て教師がつきっきりで指導する時間なので、
分からない所を解消することができ、確実に
学力向上へ結びつきます。また、３年間を通し
たスケジュール管理指導、ディベートやディス
カッションを通して視野や考え方を広げる指
導も継続し、広く社会で活躍できる人材を育
成するプログラムをも同時に行うのも、もうひ
とつの特長です。

◉スーパー特進コースの特長

特別進学コース

国公立大学・有名私立大学を目指すためのコースです。得意分野を徹
底的に伸ばし、持っているチカラを上げ、目標とする大学に合格できる
学力を養います。平日７時間授業を実施し、勉強時間を確保。新テスト
や二次試験などの対策にも力を入れ、きめ細やかな指導をしていき人
間力を持った人材を育成し、夢の実現に近づけるコースです。また部
活動をすることも可能です。

◉特別進学コースの特長

本校の特進コースでは、過去数年で東京大学を
はじめ数々の難関大学合格者を輩出してきたこ
とにより、日本国内のほぼ全ての難関大学に対
応することのできる教育力があることを証明して
きました。そこで、これまでの特別進学コースよ
り目標をアップ、難関国公立大学、難関私立大
学への入学を目指し、勉強に更に特化したコー
ス編成とします。

さらに結果にコミットできるコースへ

スーパー特進プロジェクトで得たノウハウをい
かして、大学合格に必要な学力を確実に身につ
けます。平日7時間授業を実施し授業時間を確
保。質的にも量的にもハイレベルな授業を展開
します。そして高い向上心を持った仲間と互い
に切磋琢磨し、人間力を育成します。
高いレベルの環境で仲間と高め合いながら、目
標の進路を獲得出来るコースです。

埼玉大学教育学部、東京理科大学理学部合格

谷本 成星
（府中緑ヶ丘中学校出身）

少人数の特進コースなので、放課後など個別に質問する時間
も多く、じっくり指導してもらうことができました。将来は小
学校の教師になるか、海外で貧困地域の子どもたちの教育に
貢献できるような人間になりたいと思います。

広島大学教育学部合格

佐々木 衆
（三和中学校出身）

瀬戸内高校は、勉強と部活動を高いレベルで両立できる学校
です。私はサッカー部に所属していましたが、クラブの仲間
と3年間、お互いに高め合うことができましたし、たくさんの
ことを学びました。この経験をいかして、大学でも文武両道
を貫こうと思っています。

高いレベルで文武両道が実現出来るコース



11 12

Civil Servant Course 公務員コース2・3年 Nursing and Medical Course 看護医療進学コース2・3年

公務員コース

◉公務員コースの特長

看護医療進学コース
◉看護医療進学コースの特長

〈地方公務員〉
　行政事務（県庁・市役所など）・警察官・
　消防士・学校事務・警察事務
〈国家公務員〉
　自衛官・刑務官・入国警備官・税務職員・
　裁判所職員・海上保安官

■職種例
高・大連携プログラム 広島国際大学や広島文化学園大学と連携した授業に

よって、高校2年次から医療分野へ進む自覚を育みます。

税務署合格
瀬戸内は公務員コースのある県内唯一の高校です。公
務員試験に必要不可欠な数的処理など特別な授業があ
ります。クラス全員が公務員試験合格という目標を持っ
ているので、お互いに切磋琢磨することもできました。 棚田 悠斗

（宇品中学校出身）

公務員は社会全体のために働くことができるうえに、労働
に対する条件が保障されており、安定して働くことができ
る職業です。そのため試験は難関で、なかなか合格を勝
ち取ることはできません。
公務員試験に出てくる問題の半分は、通常の高校で習
う教科から離れたものであり、公務員試験用に考えられ
た問題が多く、対策をしなければ全く解けません。そのた
め、通常の高校で学ぶ教科ができても、公務員試験では
全く歯が立たない場合が多くあります。
本校の公務員コースは、そんな難関試験である公務員
試験の合格を目標にした広島県唯一のコースです。公務
員試験合格のためのカリキュラムが設定されており、自ら
の夢に向かって努力できるコースになっています。国数英
などの一般教科に加えて、他校では学ぶことができない、
公務員試験に欠かせない判断推理、数的処理、資料解
釈などの分野を学ぶことができます。公務員試験合格の
ためには専門学校や予備校へ通う場合が多くあります
が、本校では授業でその勉強をしているので、効率的に
自らの夢に近づくことができます。

〈判断推理〉
〈例題1〉
アイス=「111233」のとき、ミルクと表せるのは次のうちどれか。
①331121 ②239372 ③729323 ④221311 ⑤935133
〈例題2〉
「AGWDAUGYIMROAPKTIUSBI」をある規則で読むとい
ちばん関係が深いのは北海道になる。
では「AKMTISJGAJRYUOKRAUS」を同様の法則で読む
と最も関係が深いのは何県か。
①福岡県②佐賀県③大分県④熊本県⑤鹿児島県

本校の看護医療進学コースは「将来医療現場で働きたい」
と願っている生徒のためのコースです。看護医療系大学や
専門学校への進学に重点を置いており、早い段階から進
路に向けた取り組みを行っています。
看護医療系大学や専門学校への進学に重点を置いてい
るために、入試に直結する教科の時間を増やし、過去問や
出題予想問題などに徹底的に取り組みます。学習はもちろ
ん、小論文や面接指導など各学校の入試形態にあった指
導を行います。少人数指導を実施しており、進路指導も少
人数だからこそできるきめの細かい指導が可能になります。
また早い段階から、医療に携わる人間としての自覚を持た
せるために、医療体験や実習、学校見学などを多く取り入れ
ています。「医療従事者になる」だけではなく、「自分が望む高
いレベルの医療従事者になる」ということを意欲を持って活
動しています。高校在学中から高い意欲を持たせることによ
り、一生医療従事者として生きていく自覚を育みます。

東京消防庁・広島県警察合格
幼いころからの夢を叶えるため公務員コースを選びまし
た。先生や友人、家族の支えで希望の進路を実現できま
した。消防士になって社会に貢献したいと思います。後
輩の皆さんも周囲に感謝することと、絶対に夢を叶える
という強い気持ちを忘れず頑張ってください。

安田女子大学看護学部合格
看護医療進学コースは将来同じ分野を目指している人
が多かったので互いに切磋琢磨して勉強に励むことが
できました。先生方のサポートもあり、3年間で学力が
伸び、志望校に合格することができ本当に感謝してい
ます。

内田 暉仁
（翠町中学校出身）

𠮷田 𠮷𠮷
（二葉中学校出身）
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IT and Design Course 情報デザインコース2・3年 General Preparatory Course 総合進学コース2・3年

情報デザインコース情報デザインコース

◉情報デザインコースの特長◉情報デザインコースの特長

総合進学コース総合進学コース
◉総合進学コースの特長◉総合進学コースの特長

■めざす資格検定
・情報処理検定・文書デザイン検定
・ビジネス文書実務検定・商業経済検定
・英語検定など

私は大学で主に経営学を学んでいま
すが、将来の夢である会計職に就くた
め、簿記をはじめ、様 な々資格習得を目
指しています。専攻以外の勉強をするこ
とは大変ですが、高校時代に勉強を頑
張ったことで、苦しいことも乗り切れる自
信がつきました。そのおかげで今の私が
あると思っています。これからさらに勉強
に励み、自分の可能性に挑戦してみた
いです。

四年制大学へ進学
広島修道大学　
商学部　経営学科
大原　未来
（三和中学校出身）

瀬戸内高校では、たくさんの友人や優しい
先生に支えられながら、素晴らしい高校３
年間を過ごせたと思います。現在の就職
先が決まったことも、担任の先生や進路指
導の先生が多くのアドバイスをしてくださっ
たおかげです。現在ではホテルの仕事にも
大分慣れましたが、まだまだたくさん覚える
ことがあります。それでも高校時代のように
一生懸命勉強して、お客さんにたくさん元
気を与えられるよう頑張ります。

就職

私は現在、夢である理学療法士になるた
めに、国家資格取得を目指して、大変です
が充実した毎日を送っています。高校時代
には担任の先生をはじめ、多くの先生方
が親身になって指導してくださいました。そ
の頃に先生や友人から学んだたくさんの
ことは、今の自分を支えてくれている大きな
財産となっています。その経験を生かし、た
くさんの人から信頼される理学療法士を
目指して頑張ります。

専門学校へ進学
玉野総合医療
専門学校
新田　紅葉
（美土里中学校出身）

株式会社ホテル
グランヴィア広島
藤野　汐里
（福木中学校出身）

現在、ウエディングプランナーを目指して日々 勉強し
ていますが、食べる事が好きな私は”食”の勉強も
したいと考え「フードコーディネーター」の資格取得
にも励んでいます。高校時代には勉強や部活動
を始め、様 な々事を経験しました。そのおかげで現
在も、何事にも臆することなく積極的に挑戦できて
います。これからもたくさんの経験を積み、幅広い
知識を身につけていきたいです。そして固定概念
にとらわれない、新しいアイデアを生み出すウエ
ディングプランナーになることが将来の目標です。

短期大学へ進学
広島文化学園
短期大学
園山  礼恵
（祇園中学校出身）

商業・情報関係の基礎科目をはじめ、情報技術や情報デザイン
について学習します。特長は2教室に100台あるパソコンを使用
し高度情報化社会に対応できる人材育成を目指すカリキュラム
になっていることです。進学先や就職先で実践的に使える技術
と知識を徹底的に学習し目指す進路を実現できます。

総合進学コースは、大学・短大・専門学校・就職など様 な々夢
に対応でき、希望の進路に合わせたきめ細やかな指導を受け
ることができます。個人のニーズに合わせた将来設計を確立で
きる充実したカリキュラムです。3年次から自分の進路に合った
細かな選択授業を受けることができ、より現実的に進路を切り
開く勉強ができるコースです。

高度情報化社会の中、パソコンを自在に操れる事は必要不可欠
です。このコースはパソコンを使用しソフトウエアの実践などを充
実した設備と環境で学習できます。そして様々な資格にチャレン
ジし、その資格をいかして進学・就職するためのコースです。

資格をいかして、即戦力となる人材育成!!

古中　弥愛
（五日市中学校出身）
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年間スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

● 入学式
● 始業式
● 創立記念日

● ＰＴＡ総会
● 中間試験
● 新入生集団宿泊研修
● 進路ガイダンス

● 高校総体
● 芸術鑑賞
● 体育祭

● 期末試験
● 小論文講演
● 終業式
● 進学補習・一般補習

● 進学補習・一般補習
● 原爆死没者慰霊祭
● 始業式

● オープンスクール
● 保護者対象
　 入試ガイダンス

● 中間試験
● 修学旅行
● 漢字検定

● 入試説明会
● 学園祭

● 期末試験
● 小論文講演
● クラスマッチ
● 終業式

● 推薦入学試験
● マラソン大会
● 一般入学試験

● 卒業式
● 期末試験（１・２年）
● 修了式
● 新入生登校日

● 始業式
● 期末試験（３年）

年
間
行
事

オーストラリア海外語学研修

ホームステイ体験とアクティビティを通して
生きた英語を学習します。

集団行動や規律訓練によって
仲間同士の理解を深め、学習習慣を学びます。

江田島集団宿泊研修 修学旅行

本校では、オーストラリアに親交
の深いヒルズ学園があります。ヒ
ルズ学園はブリスベンから50
分、ゴールドコーストから40分
のジンブンバという、のどかな町
にあります。昨年は15日間の短
期留学プログラムを利用して本
校生徒が参加しました。
語学の授業のほか、地元の自
然に触れ合ったりスポーツ交流
をしたり、ショッピングに出かけ
たりとても楽しく有意義なプログ
ラムになっています。また、それぞ
れのホストファミリーのもとで
ホームステイをします。生きた英
語を肌で感じて身につけるとて
もよい機会になっています。本校
の教員も同行し、日本の旅行会
社のサポートもあることから安
心して参加することができます。

北海道コース

関東コース

沖縄コース

テレビで見ていた北海道とは違い、すべてのスケールが大き
かったです。札幌でジンギスカンを食べたり、小樽では新鮮
な海産物を食べ歩きして、旭山動物園では、動物の生態系が
観察でき、ラフティング（急流下り）では寒さを忘れるくらい
楽しい時間を過ごすことができ、充実した４日間でした。

初日は台風の影響で、予定変更がありましたが、一番印象に
残ってるのは何と言っても、東京ディズニーランドです。時間
を忘れるくらいあっという間に時間が過ぎ、たくさんアトラク
ションにも乗れ、お土産もたくさん買いました。また、東京都内
自由散策や横浜中華街・東京スカイツリーなどでは、見るもの
食べるものすべてに満足でした。

琉球の民謡や踊りなど地元の方 と々ふれあい、人のあたたか
さに触れることができました。スキューバダイビング体験で
は、透き通るようなきれいな海やカラフルな魚たちに感動し
ました。平和学習では、ガマを見学し、教科書では教えてくれ
ないようなことをたくさん学ぶことができ、二度と戦争を繰り
返してはいけないなと思いました。

東西コース
関東と関西を両方堪能できるコースでした。東京スカイツ
リーの見学に始まり、ディズニーランド、そして京都に移動し
市内班別研修、さらに大阪に移動し、なんばグランド花月で
吉本新喜劇を観覧してあべのハルカスへ。あっと言うまでし
たが、仲間との思い出がたくさんできた3泊4日でした。

本校では5月に2泊3日で国立江田島青少年交流の家にて集団宿泊研修を実施して
います。入学して間もない頃に宿泊研修を実施することで仲間づくりや生活習慣の確
立を目的としています。この研修を終えると高校生としての自覚も芽生え、本当の意味で
瀬戸内高校生となります。
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プロとして活躍する瀬戸内0B

クラブ活動
「全心一丸」をチームスローガンとして、選手・ス
タッフ・OB・保護者、応援してくれるすべての
人々が、心を一つにして戦うのが瀬戸内ＦＣで
す。 1００+αの家族で支え合い、培ってきた人
間力をもとに最高のクラブワークを 発揮し、オ
ンザピッチ・オフザピッチで、日本一を狙いま
す。

目的は、高校生として大事なことは何かを追及し、
「高校生らしさ」を前面に出せるよう、目配り・気配
り・心配りが出来る人間性を作ることです。目標は、

「ひたむき」なプレーの一つ一つで感動を起こし、最
後は見ている人が応援したくなるようなチーム作
りをし、「さわやか」に広島県一番を目指すことです。

「気概・初心～チームの為に全力を尽くす～」と
いうスローガンのもと、夏の甲子園、春のセンバ
ツ出場を目標に毎日練習に励んでいます。部員
全員が向上心を持ち、切磋琢磨し合うので３年
間で必ず野球の技術が身につき、人間的に成長
することが出来ます。本気で野球に打ち込みた
い人は校外グラウンドへ足を運んでみてくだ
さい。一緒に甲子園を目指しましょう！

県大会ベスト４を目標に日々練習しています。高校
３年間のうちの多くの時間を費やして、暑い日も寒
い日も練習し、その成果が出た時の喜びは言葉で
は表せないほどです。またバスケットの技術を磨
くだけでなく、挨拶や礼儀を大切にし、文武両道を
目指して取り組んでいます。練習に参加してみた
い、見学してみたい等随時受け付けているので、ご
連絡ください。瀬戸内で一緒に頑張りましょう！

「県制覇・全国制覇」を目標に掲げ、そ
の過程の人間形成を目的としていま
す。人間力を根底にした全員バレーで、広島
のバレーボールに新しい歴史と伝統を創り
出します。

高校総体や選手権など４つの公式戦のほか、県知
事杯や私学大会などにも毎年出場しています。
バレーボールだけでなく、あいさつや礼儀など社
会人として必要不可欠な力を養うことにも力を
いれています。また，昨年は県大会に出場するな
どの実績を残しています。これからは、シード権
の獲得を目標にして頑張っていきます。

●平成28年 全国高校総体サッカー　広島インターハイ　
ベスト８

●平成28年 高校サッカー選手権広島県大会 準優勝
●平成28年 中国高等学校サッカー新人大会 準優勝
●平成27年 高校サッカー選手権広島県大会 ３位
●平成26年 プリンスリーグ中国2014 ３位
●平成25年 U-18フットサルトーナメント全国大会 優勝
●平成25年 プリンスリーグ中国2013　優勝
●平成22～25年 4連覇
　広島県高等学校総合体育大会サッカー　広島県大会

優勝

●平成28年 秋季広島県高等学校野球大会 2回戦
●平成28年 第98回 全国高等学校野球選手権大会 3回戦
●平成27年 秋季広島県高等学校野球大会 2回戦
●平成27年 第97回 全国高等学校野球選手権広島大会

ベスト16
●平成27年 春季広島県高等学校野球大会 2回戦
●平成26年 秋季広島県高等学校野球大会 ベスト16
●平成26年 第96回 全国高等学校野球選手権広島大会　

ベスト16

●第42回 全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会
広島県予選 ベスト16 

●第64回 広島県高等学校総合体育大会バスケットボー
ルの部 ベスト16

●第59回 広島県高等学校バスケットボール新人大会　
ベスト16

●第40回 全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会
　広島県予選 ベスト８
●第62回 広島県高等学校総合体育大会　バスケット

ボールの部 ベスト16
●第53回 中国高等学校バスケットボール大会　広島

県予選 ベスト８

●平成28年 度高等学校秋季バスケットボール大会 兼 第47回全国
高等学校バスケットボール選抜優勝大会　広島県大会　ベスト8

●平成28年 第69回 広島県高等学校総合体育大会　バ
スケットボールの部 ベスト８

●平成27年 第60回 中国高等学校バスケットボール選
手権大会　広島県予選 ベスト16

●平成27年度 高等学校秋季バスケットボール大会 兼 
第46回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大
会  広島県大会 ベスト16

●平成27年 第27回 広島地区私立高等学校女子バス
ケットボール大会　第2位

●平成29年 中国選手権広島県大会 ベスト16
●平成28年 体力作り新人バレーボール大会 第３位
●平成28年 県知事杯バレーボール競技大会 第３位
●平成27年 中国私立高等学校バレーボール選手権大会　

第３位
●平成27年 広島県高等学校総合体育大会 第５位

●平成28年 第69回 中国高等学校バレーボール選手権
大会  地区予選出場

●平成28年 第69回 広島県高等学校総合体育大会  
　インターハイ予選出場
●平成28年 第69回 広島県高等学校総合体育大会  
　地区予選出場
●平成28年 第68回 広島県高等学校総合体育大会  
　地区予選出場
●平成28年 第67回 中国高等学校バレーボール選手権

大会  地区予選出場

頑張った高校生活は一生の誇り 最高の仲間と先生に感謝
平成22年卒業
古田中学校出身上川 周作（          ）

初めまして、上川周作と申します。現在は
役者をしております。高校時代は3年間
サッカー部に所属し、2年間は寮で暮らし
ていました。サッカー部ではレギュラーに
なれず、最終的にはサッカー選手という
道を諦めることになりましたが、高校生
活で学び今に活かされていることがあり
ます！ひとりで努力することは簡単では
なく、同じ目標を目指し切磋琢磨できる
仲間と、的確な指導をしてくださる先生
や先輩方が常に近くにいる環境があった
からこそ、自分なりの努力の方法やモチ
ベーションを保つ基礎を培う事ができま
した。私もこれから夢に向かって頑張っ
て行くので、皆さんも高校3年間という貴
重な時間を使って、好きなことにとことん
打ち込んでみてください！

高校から親元を離れての生活だったの
で、他の生徒と一緒に生活していくこと
で離れて思う親に対してのありがたみや
感謝の気持ちは大きくなっていたし、プ
ロのサッカー選手になって恩返しすると
いう強い気持ちが一番の原動力となって
いたことには違いありません。毎日サッ
カー中心の生活ではありましたが、テス
トでしっかり結果を出すことは頑張って
やってきました。私の場合は「人生で一番
頑張った3年間にする」と決めて瀬戸内高
校に入りました。高校生活は人生のなか
でもたった3年間しかありません。将来が
かかった大事な時間です。この3年間を目
一杯取り組んで、一年一年を「今年一番
頑張った！」と思えるように充実した高校
生活を送ってほしいと思います。

俳優
NHK「真田丸」「べっぴんさん」出演
7/22公開映画「心が叫びたがってるんだ。」出演

安部 裕葵（         　 ）鹿島アントラーズ所属 平成29年卒業
十条富士見中学校出身

○KASHIMA ANTLERSc
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生徒の皆さんや地域の方々にCHEER（元気・勇
気・笑顔）が届けられるようなチアリーダーに
なるため、毎日練習に励んでいます。昨年度は
中四国大会で準優勝となり、目標としていた
JAPAN CUPに初出場することができまし
た！！そして今年度、2年連続でJAPAN CUP
への出場が決定しました!! 応援よろしくお願
いします!!

●平成29年 JAPAN CUP2017チアリーディング
日本選手権大会　出場

●平成29年 第17回中四国チアリーディング選手権
大会　準優勝

●平成28年 JAPAN CUP 2016チアリーディング日
本選手権大会　出場

●平成28年 第16回 中国四国チアリーディング選手
権大会 準優勝

●平成28年 第27回 全日本高等学校チアリーディング
選手権大会　決勝進出

先輩方からの伝統を受け継ぎ、日々一生懸命に
取り組み”全国優勝”を目指しています。
田中秀道プロ、河井博丈プロ、谷原秀人プロ、廣
瀬加奈プロをはじめ数多くのプロゴルファー
を輩出しています。

●平成28年度 全国高等学校春季大会文部科学大臣盾
争奪第37回　個人の部出場

●平成24年 第18回　日本ジュニアゴルフ選手権競技　
優勝

●平成23年 全国高等学校ゴルフ選手権　文部科学大臣
旗争奪 第31回個人の部　優勝

●平成22年 第９回　ジュニアオープンゴルフ選手権　優勝
●平成13年 全国高等学校ゴルフ選手権　文部科学大臣

旗争奪 第22回　団体の部優勝
●平成12年 全国高等学校ゴルフ選手権　文部科学大臣

旗争奪 第20回　個人の部優勝
●平成11年 全国高等学校ゴルフ選手権　文部科学大臣

旗争奪 第19回　個人の部優勝

バドミントンを愛するメンバーが集まり、毎日
練習に励んでいます。厳しい練習を通して、大
会で勝つために必要な技術や精神力を養って
います。
バドミントンを楽しみながら、礼儀などを重ん
じることができる人間形成を目指しています。
本年度は創部２年目で中国大会に出場するこ
とが決まりました。

●平成29年度 第60回記念中国高等学校バドミントン
選手権大会（中国大会）出場

●平成29年度 広島県高等学校総合体育大会広島地区
予選会　女子ダブルス準優勝、女子シングルス3位

●平成29年度 広島県高等学校総合体育大会広島地区
予選会　女子ダブルス準優勝、女子シングルス3位

●平成28年 第25回 広島県高等学校バドミントン１年
生大会　ベスト16

団体戦・個人戦ともに県大会を目指して日々練
習に励んでいます。明るくフレンドリーな雰囲
気の中で、文武両道を心掛け、卓球を「楽しみ」
ながら「強さ」を身に付けています。初心者もお
り、皆で卓球のすばらしさを日々体感しなが
ら、心身ともに鍛えています。

●平成28年 第65回 広島県高校卓球選手権大会出場
●平成28年 第69回 広島県高等学校総合体育大会（卓

球）出場
●平成28年 第11回 広島県中学高等学校卓球大会出場
●平成28年度 全日本卓球選手権大会（ジュニアの部）

広島県予選出場
●平成28年 第62回 広島県高校新人卓球大会（団体・個

人）出場
●平成27年 第64回 広島県高等学校卓球選手権大会・
　第68広島県高等学校総合体育大会（卓球）出場
●平成27年 第61回 広島県高等学校新人卓球選手権大

会兼全国選抜広島県選抜出場

過去にインターハイに出場したこともある、伝統ある
クラブです。現在はテニス経験者もいますが、ソフトテ
ニスやサッカー、バスケットをしていた初心者がほと
んどで色んなレベルの部員がいるクラブです。雰囲気
は明るく活気に満ち溢れており、部員一人ひとりが
各々目標を持って真剣に活動しています。活動中は「堅
く強く」を合言葉に堅実かつ上手さだけではなく強さ
も兼ね備えたプレーを心がけ、「県ベスト８・中国大会
出場」を目標にしています。瀬戸内高校で新たなことに
チャレンジし、充実した高校生活を送ってみませんか？

●平成29年 第70回 広島県高等学校総合体育大会（個人）
　男子２名、女子２名地区予選突破
●平成28年 第57回 広島県高等学校テニス選手権大会
　男子シングルスベスト32，ダブルス  ベスト16
●平成28年 第69回 広島県高等学校テニス新人大会
　男子団体  ベスト16
●平成28年 第69回 広島県高等学校テニス新人大会
　男子シングルス  ベスト32

競技の力や技術と共に、人間的な成長を目指し
て、日々活動しています。
陸上競技の練習を黙々と続けるのは、とても根
気のいることですが、そのぶん記録が伸びた時
の喜びは何者にも代えがたいと思います。
やる気があり、淡々と努力できる人であれば実
力は問いませんので、興味があれば足を運んで
みてください。

●平成28年 県大会出場（800ｍ　1500ｍ　走高跳）
●平成27年 県大会出場（1500ｍ　走高跳　砲丸投）
●平成26年 県大会出場（100mH 800m 1500m 砲丸

投 円盤投）
●平成25年 県大会出場（100mH 走高跳　砲丸投）
●平成24年 県大会出場（3000m 110mH 走高跳）
●平成23年 中国大会出場（走高跳）
●平成22年 インターハイ出場（走高跳）

平成16年から19年まで４年連続で、インター
ハイ・全日本ジュニア・国体に、延べ６名の選手
を輩出してきました。現在も学業とクラブ活動
を両立させ、全国大会出場を目指し頑張ってい
ます。

●平成28年 全国高校柔道広島県予選　個人60kg級　
ベスト８

●平成27年 中国大会県予選４位　中国大会出場
●平成26年 広島県柔道新人大会 ベスト8位
●平成25年 中国大会県予選５位　県総体５位
　女子個人48㎏級　中国高校予選２位
●平成24年 中国大会県予選５位　県総体５位
　女子個人48㎏級　県総体３位
●平成23年 中国大会県予選５位　県総体３位
●平成22年 中国大会県予選３位　中国大会出場　
   県総体３位　個人90㎏級　県総体３位
●平成21年 中国大会県予選３位　中国大会出場　
   県総体３位　個人90㎏級　県総体２位

初心者が入部することも多く、経験者も初心者
も一緒に練習を行っています。皆で、精神的に
も、肉体的にも強くなることを目標に日々の練
習に励んでいます。
興味のある方、やる気のある方、心よりお待ち
しております。

●平成28年 第62回 中国高等学校剣道選手権大会
　広島予選会 個人戦　3回戦進出
●平成28年度 広島県総合体育大会 個人戦　出場
●平成28年度 広島高等学校新人剣道大会[剣道形]
　3回戦進出   
●平成27年度 広島高等学校剣道大会　個人戦
　２回戦進出  
●平成27年度 広島高等学校新人剣道大会[剣道形]
　ベスト16   
●平成27年度 広島高等学校新人剣道大会　個人戦
　２回戦進出

自主自律をモットーにできるかぎり部員自身
が考え、自分たちの弱い部分を克服できるよう
に努力をしています。また、部員同士の仲がよ
く、練習外では笑い声の絶えない雰囲気です。

●平成28年度 春季選手権大会 ベスト８
●平成27年 中第3回 全国私学男子ソフトボール大会　

17位
●平成27年度 新人戦大会 ベスト８
●平成27年度 秋季選手権大会 ベスト８
●平成26年度 全国高等学校総合体育大会　広島県予選

ベスト８

少人数ではありますが、明るく楽しく活動して
います。部員はそれぞれ所属しているスイミン
グスクールで練習しています。過去にはオリン
ピック選手も輩出した伝統あるクラブです。

●平成28年 広島県高等学校総合体育大会出場
●平成28年 中国高等学校選手権水泳競技大会出場
●平成28年 全国高等学校総合体育大会出場
●平成28年 中国高等学校新人水泳競技大会出場

囲碁と将棋を通じて、一生付き合える仲間を見
つけ、自分を高めていけるように努力していくこ
とを目標にしています。囲碁や将棋を通じて、考
える力や先を読む力をはぐくみ、自分の人生を豊
かにしていこうと部員全員で頑張っています。
大会には春と夏と秋にある広島県の高校将棋大
会に参加します。この大会で他校の生徒と競い
合い、良い結果を出すことを目指しています。

●平成28年 第25回 広島県高等学校将棋大会出場　部員
1名が決勝トーナメント進出

●平成28年 第29回 全国高校将棋竜王戦 広島県予選
大会出場

●平成28年 第52回 全国高等学校将棋選手権 広島県
大会出場 部員2名が決勝トーナメント進出

●平成27年 第24回 広島県高等学校将棋大会出場
●平成27年 第51回 全国高等学校将棋選手権 広島県大

会出場
●平成26年 第23回 広島県高等学校将棋大会出場

毎週水曜日と第1、第3土曜日に活動していま
す。ペットボトル大会でよい成績が収められる
ように部員全員が見当しがんばっています。大
会が終わった後は、しています。この部活は主
に夏休み中にある周りの身近なものについて
科学の要素を含めて調べて実験したり、科学に
関する施設に行ってみんなで学びを深めたり
もします。科学が好きな人もそうでない人もみ
んなで楽しく部活動しています。

●平成27年 紙飛行機全国大会出場権獲得

学校行事の際、放送の管理、司会、アナウンス等
をします。春には放送コンクールに朗読やアナ
ウンス部門で出場します。また、昼休みにクラ
シックを流したり、生徒からのリクエスト曲を
流したりします。

最高の瞬間をカメラに収める楽しい一時を一
緒に過ごしませんか。学校行事の時や校外の撮
影会など予定しています。また、腕に自信がつ
いたらコンテストにも参加してみませんか。

●秋季広島県高等学校野球大会　二回戦
●第97回 全国高等学校野球選手権広島大会　ベスト16
●春季広島高等学校野球大会　二回戦
●秋季広島高等学校野球大会　ベスト16
●第96回 全国高等学校野球選手権広島大会　ベスト16

部員一人一人が取り組む情報ツールのスキル
上達を目標に日々努力しています。特に、全国
商業高等学校協会主催の情報処理検定やビジ
ネス文書実務検定では、１年生の部員には２級
資格の全員合格。2年生の部員には１級資格の
全員合格。3年生の部員には難易度の高い検定
資格の取得を目標にしています。また、クラブ
が掲げる目標（人間力の向上）の実現のため、宮
島観光協会と連携してかき祭りや清盛まつり
のスタッフとして参加し、積極的に地域貢献に
も携わっています。

●平成25年「ふれあい茶会」（11月、縮景園）広島県生徒商
業研究発表大会　プロデュース賞

●平成24年 広島県生徒商業研究発表大会　優秀賞
●平成24年 中国五県生徒商業研究発表大会　優良賞
●平成23年 広島県生徒商業研究発表大会　優良賞

月曜日から金曜日まで放課後、顧問の先生のサ
ポートの下、それぞれのスタイルで描きたい絵
やイラストを描き、わからないことがあればお
互いに意見や技術を教え合い少しでも上達す
るように頑張っています。
絵の具だけにこだわらず、コピックや水彩、デ
ジタル等も使い技法の幅を広げています。

●平成27年 未成年者の禁酒・禁煙ポスター　入選
　 【中学・高校生の部】　２作品

発足して５年目になりました。
外部より講師の先生をお招きし、週１，２回の
ペースで活動しています。
昨年度は広島駅新幹線口２階にできた、ペデス
トリアンデッキ完成イベントにも参加しまし
た。
今後も積極的に校外での研修にも出向き、知識
や教養を高めていきます。   
 
●平成28年 エキキタ ペデストリアンデッキ完成イベント
（10月）

●平成28年 私学フェスタ（10月）
●平成28年 京都 裏千家学園 サマースクール参加（７月）
●平成27年「ふれあい茶会」（11月、縮景園）  

If you like English and foreign countries, or 
if you just want to prepare for the Eiken 
test, the English Speaking Society is for 
you. We meet twice a week and do our 
best to have fun while not only learning 
English, but also studying about different 
countries and cultures. If you're interested, 
please join us.

●秋季広島県高等学校野球大会　二回戦
●第97回 全国高等学校野球選手権広島大会　ベスト16
●春季広島高等学校野球大会　二回戦
●秋季広島高等学校野球大会　ベスト16
●第96回 全国高等学校野球選手権広島大会　ベスト16

毎朝挨拶運動を行ったり、学校行事の運営や、
ボランティア活動を積極的に行ったりしてい
ます。また、先輩、後輩の仲もよく和気あいあい
と活動しています。
生徒会で培ったものは社会に出て、必ず役に立
ちます。生徒会執行部に入って、一緒に瀬戸内
高校を盛り上げていきましょう！
　

「神は細部に宿る」をモットーに、日々楽しく活
動しています。今年の目標は、吹奏楽コンクール
でもマーチングコンテストでもゴールド金賞を
受賞し、中国大会に出場すること!!
中学校のみなさん!!私たちと一緒に吹奏楽を楽
しみませんか？大会以外にも、とても多くの依
頼演奏があり充実していて吹奏楽がもっと好き
になること間違いなし!!
●平成28年　広島県吹奏楽コンクール　A部門　金賞
　　　　　　広島県マーチングコンテスト　初出場　銀賞
　　　　　　広島県アンサンブルコンテスト
　　　　　　木管8重奏　金賞・金管8重奏　金賞
●平成27年　広島県吹奏楽コンクール　A部門　銀賞
　　　　　　広島県アンサンブルコンテスト
　　　　　　サクソフォーン4重奏　金賞
　　　　　　クラリネット8重奏　金賞
●平成26年　広島県吹奏楽コンクール　A部門　銀賞
　　　　　　広島県アンサンブルコンテスト
　　　　　　サクソフォーン4重奏　金賞
　　　　　　打楽器5重奏　金賞
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施設・設備 UNIFORM

● グレーのジャケット
● グレーのスカート

● グレーのジャケット
● チェックのスカート

● 白の長袖ブラウス
● グレーのスカート

　 ● うす紫色の男子夏服

　● 紺の学生服

● 白の長袖ブラウス
● チェックのスカート

● 紺のカーディガン
● グレーのスカート

● サブバック● スクールバック

　 ● 白の半袖ブラウス
　 ● チェックのスカート

パソコン教室

音楽室 図書室

自習室 和室

食堂

● グレーのジャケット
● チェックのスカート

● サブバック

● 紺の学生服

 スクールバック スクールバック● スクールバック

2階建体育館

柔道場 卓球場


