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放課後に大手予備校ＴＯＰ講師の授業を受けることがで
きます。費用は、通常の塾 ( 予備校 ) より遥かに抑えた
金額となっています。学校内に受験戦略室を新設し、常
駐スタッフが学力向上だけでなく受験に対する姿勢や悩
み相談まで徹底的にサポートします。

勉強
合宿の企画・運営

講義実施者は主に大手予備校等で活躍してい
るトップ講師。夏期、春期補習の一環として
行います。

❶ 対　　象 ： 特別進学コース及びスーパー特進コースの希望者
❷ 開講時期 ： 夏期休暇及び春期休暇
❸ 開講科目 ： 国語、数学、英語、理科、社会、面接、
　　　　　　  グループディスカッション等
❹ 提供場所 ： 国立青少年自然の家等　
❺ 生徒主催の講座 ： 生徒自身に講座を企画させ実施する。

校長メッセージ

急激に変化していく時代を
力強く生き抜くための教育を実践します。

校 長　安藤 正晴

人工知能（AI）の普及・発展により、世の中は急激に変化しています。数年後には半数以上の仕事が自動化されるとも言われています。
言われたことだけを、ただこなすだけでは生きていけない時代です。物事を主体的に考え、実践していかなくてはなりません。

本校は、自律し社会に貢献できる人材の育成を目指す、生徒が主役の学校です。
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ＪＲ … 広島駅北口（新幹線口）徒歩１４分
広電バス … 府中方面行き（曙営業所下車）徒歩４分
広島バス … 大内越峠経由 / 戸坂・東浄行（２７号）
　　　　　 寺分・小河原（２９号）（三本松下車）徒歩１分

交通アクセス

集会等の開催

❶ 学年を超えたグループワーク
クラスメイトや同学年の人とは話せるが、他学年の生徒とはなかなか
接点がない。せっかく身近に様々な経験を積んだ先輩がいるという
のに、話をする機会もない。学年を超えたグループワークをすること
によって、学年という垣根を無くし、様々な事を相談できるような関
係性を作ります。

❷ 生徒企画による集会
自分たちに必要なものは何かを常に考えさせ、その一環として生徒自
ら、集会を行います。企画から、司会、講演者、出演者、全て生徒です。

講師紹介
河合塾・四谷学院  講師 / 江濵 陽介 先生（現代文）
京都大学文学部 出身
現代文の学習は、もちろん文章を読むことから
始まります。読む力というものは、文章を読む
力に限りません。他人の意図を読む力、その場
の空気を読む力、未来に必要なものを読む力。
読む力は、すなわち、生きる力そのものです。
まずは楽しみながら、読む力＝生きる力を伸ば
していく講座にしていきましょう！！

代々木ゼミナール・京進  講師 / 鳩場 通弘 先生（数学）
立命館大学大学院 数理科学 出身
とにかく参加してください！
絶対に損はさせません！ 
ひとりでじっくり考え、みんなでワイワイ考え、
たまには先生もしてみたり。
そして、最後は俺と勝負だー！ 
たくさんの挑戦を待ってます！
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今、あなた自身の周りはたのしい事であふれていますか？
学校生活、私生活の中で、たのしくないものの多くは他者から与えられたものが多いのではないでしょうか。
何事も自分で考えたものでなければやる気も出にくいし、たのしくなりにくいと思います。

広島県瀬戸内高等学校 “受験戦略室 ”では、様々な事に対して自分で考え行動し、いろいろな事を企画し実施
するといった場を生徒たちに提供しています。自分たちで一生懸命考えたものというのは、勉強方法も含めどのよ
うなものでも、やる気も出るし、たのしくなります。

瀬戸内高校で一緒に考え活動し、
たのしく学校生活を過ごしてみませんか？

進路カウンセラーの設置
受験戦略室内に進路カウンセラーを常設し，各担任・進路指導部と連携を取りながら
生徒一人一人に応じた進路指導を行う。

　❶ 対　　象 ： 特別進学コース及びスーパー特進コースの生徒
　❷ 開室時間 ： 平日（月・火・水・木・金） 10：00－17：00
　❸ 内　　容 ： 進路等の相談。勉強内容等
　　　　　 　  １～３ヶ月に一回行う進路希望調査の内容から必要に応じて面談を行う。
　❹ 開室場所 ： 進路指導室（２）

学校内に受験に関する、あらゆることを
サポートする「受験戦略室」を新設。
受験戦略室では、物事を主体的に考え実践していけるように、様々なことを企画・運営していきます。

学習指導・受験戦略の提供
様々な受験方法があるなか，生徒もそれぞれ受験方法に対する相性
は千差万別です。生徒は沢山の受験の選択肢の中から自分で選ばな
ければいけません。それらに適切なアドバイスをしていくために、専
門に受験戦略を考え提供します。
ここで受験戦略室内において様々なデータ分析を行い，生徒にそれぞ
れあった指導を行います。

放課後予備校の計画・提供
費用は学校に補助をしていただき、保護者には少額の支出をしていただくことで、放課後予備校
を本校生徒に提供します。本校の教科担任と連携を取りながら、学力の向上を目指します。

❶ 対象 ： 特別進学コース及びスーパー特進コースの希望者

❷ 開講時間 ： 平日（月・火・金）
　　　　　　  16:40 -18:00　18:10-19:30
❸ 開講科目 ： 1 年・2 年 … 現代文、英語、数学
　　　　　　  3 年 … 数学Ⅲ、古文、社会（世界史・日本史）、
　　　　　　　　　　 理科（物理・化学・生物）

　小論文や面接・グループディスカッション等の指導等については
　必要に応じて開講していく。

❹ 演　習 ： 生徒自身に勉強の方法を考えさせ、自分たちが
　　　　　 楽しく勉強が出来る演習を企画・実施させる。

（令和２年度実績）

受験戦略室から
中学３年生の
あなたへのメッセージ

コースの特徴紹介 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。

１年 生

特別進学コース（文系・理系）
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。基礎の反復練習や実践問題に取
り組む時間を確保し、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。

一般コース
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。

２年 生
スーパー特進コース（文系・理系）
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。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。

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。
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。

公務員コース
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。

看護医療進学コース
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。

情報デザインコース
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。特徴は 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
総合進学コースは、大学・短大・専門学校・就職など様々な夢に対応でき、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。

放課後予備校の
様子を

動画でご覧い
ただけます！

スマートフォンのカメラ機能または、
QR コード読み取りアプリからどうぞ。
本校のホームページへリンクしており
ます。（令和２年度撮影動画）

難関大現役大学生による
企画の仲介
難関大現役大学生に、理系・文系の選び方、大学の学部・学科別説
明会、英検対策、各教科の質問受付等々を生徒に対して行います。



今、あなた自身の周りはたのしい事であふれていますか？
学校生活、私生活の中で、たのしくないものの多くは他者から与えられたものが多いのではないでしょうか。
何事も自分で考えたものでなければやる気も出にくいし、たのしくなりにくいと思います。

広島県瀬戸内高等学校 “受験戦略室 ”では、様々な事に対して自分で考え行動し、いろいろな事を企画し実施
するといった場を生徒たちに提供しています。自分たちで一生懸命考えたものというのは、勉強方法も含めどのよ
うなものでも、やる気も出るし、たのしくなります。

瀬戸内高校で一緒に考え活動し、
たのしく学校生活を過ごしてみませんか？

進路カウンセラーの設置
受験戦略室内に進路カウンセラーを常設し，各担任・進路指導部と連携を取りながら
生徒一人一人に応じた進路指導を行う。

　❶ 対　　象 ： 特別進学コース及びスーパー特進コースの生徒
　❷ 開室時間 ： 平日（月・火・水・木・金） 10：00－17：00
　❸ 内　　容 ： 進路等の相談。勉強内容等
　　　　　 　  １～３ヶ月に一回行う進路希望調査の内容から必要に応じて面談を行う。
　❹ 開室場所 ： 進路指導室（２）

学校内に受験に関する、あらゆることを
サポートする「受験戦略室」を新設。
受験戦略室では、物事を主体的に考え実践していけるように、様々なことを企画・運営していきます。

学習指導・受験戦略の提供
様々な受験方法があるなか，生徒もそれぞれ受験方法に対する相性
は千差万別です。生徒は沢山の受験の選択肢の中から自分で選ばな
ければいけません。それらに適切なアドバイスをしていくために、専
門に受験戦略を考え提供します。
ここで受験戦略室内において様々なデータ分析を行い，生徒にそれぞ
れあった指導を行います。

放課後予備校の計画・提供
費用は学校に補助をしていただき、保護者には少額の支出をしていただくことで、放課後予備校
を本校生徒に提供します。本校の教科担任と連携を取りながら、学力の向上を目指します。

❶ 対象 ： 特別進学コース及びスーパー特進コースの希望者

❷ 開講時間 ： 平日（月・火・金）
　　　　　　  16:40 -18:00　18:10-19:30
❸ 開講科目 ： 1 年・2 年 … 現代文、英語、数学
　　　　　　  3 年 … 数学Ⅲ、古文、社会（世界史・日本史）、
　　　　　　　　　　 理科（物理・化学・生物）

　小論文や面接・グループディスカッション等の指導等については
　必要に応じて開講していく。

❹ 演　習 ： 生徒自身に勉強の方法を考えさせ、自分たちが
　　　　　 楽しく勉強が出来る演習を企画・実施させる。

（令和２年度実績）

受験戦略室から
中学３年生の
あなたへのメッセージ

コースの特徴紹介 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。

１年 生

特別進学コース（文系・理系）
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。基礎の反復練習や実践問題に取
り組む時間を確保し、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。

一般コース
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。

２年 生
スーパー特進コース（文系・理系）
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。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。

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。
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。

公務員コース
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。

看護医療進学コース
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。

情報デザインコース
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。特徴は 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
総合進学コースは、大学・短大・専門学校・就職など様々な夢に対応でき、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。

放課後予備校の
様子を

動画でご覧い
ただけます！

スマートフォンのカメラ機能または、
QR コード読み取りアプリからどうぞ。
本校のホームページへリンクしており
ます。（令和２年度撮影動画）

難関大現役大学生による
企画の仲介
難関大現役大学生に、理系・文系の選び方、大学の学部・学科別説
明会、英検対策、各教科の質問受付等々を生徒に対して行います。


