山陽高校
平成 31 年度

生徒募集要項

●募集人員
普通科特進フロンティアコース 20 名(共学)
普通科特進コース 40 名(共学)
普通科進学コ―ス選抜クラス 40 名(共学)
普通科進学コース 180 名(共学)
情報会計科 40 名(共学)
工学科
70 名(男子)
●試験日・試験科目
〔推薦入試〕2 月 1 日 国・数・英・面接
〔一般入試〕2 月 12・13 日 国・数・英・面接
●試験科目・配点
〔推薦・一般入試〕
国語
40 分
100 点
数学
40 分
100 点
英語
40 分
100 点
合計
120 分
300 点
〔推薦・一般入試〕
面接形式
グループ面接（推薦 3 人・一般５人）
面接時間
10 分
面接の先生 3 人
質問内容
志望動機、クラブ活動、趣味・特技、
将来の志望など
●合格発表
〔推薦入試〕2 月 6 日 〔一般入試〕2 月 19 日

学 校 情 報
新校舎・人工芝グラウンドが完成し快適な学習環
境が整いました。さらに来春には冷暖房を完備した
新しい体育館が完成します。新コースも次々と誕生
するなど、学校が大きく変わろうとしています。
共学も 8 年目を迎え、普通科・情報会計科の新入
生の４割以上が女子生徒となるなど、バランスの良
い共学校として人気が高まっています。進学実績も
年々伸びており、
今春には慶応大 3 名合格をはじめ、
中央大・青学大・法政大など有名私大、国公立では
広島大に合格者を輩出しています。また、健康・医
療・福祉系の総合大学として実績のある広島国際大
学への特別入試制度導入がアナウンスされました。
【学習】
３科を擁する総合学園として、工夫された特色ある
授業が行われています。また、全科とも資格取得に
積極的に取り組んでいるのも山陽高校の特徴です。
①普通科 特進フロンティアコース／「希望者全員
国公立大学合格」を目指すスーパー特進として
2017 年度に新設。駿台予備学校と提携すること
で学力向上を図っています。
〔共学〕
②普通科 特進コース／国公立大学、難関・中堅私
立大学合格を目指すコース。
クラブがオフの時間
などを利用して進学に向けた授業を組むことに
よって「全力で勉強とクラブを両立する特進」を
実現しています。
〔共学〕
③普通科 進学コース／クラブと学習のワンランク
上の両立をはかる「選抜クラス」と基礎学力の充
実から大幅な学力向上を進めるクラスを設置。2

平成 30 年度

入 試 結 果

〔推薦入試〕
《普通科》
《情報会計科》
《工学科》
●受験者数
178 名
11 名
48 名
●合格者数
178 名
11 名
48 名
●入学者数
178 名
11 名
48 名
〔一般入試〕
《普通科》
《情報会計科》
《工学科》
●受験者数
489 名
72 名
183 名
●合格者数
434 名
67 名
161 名
●入学者数
155 名
18 名
32 名

〔所在地〕広島市西区観音新町４－１２－５
〔ＴＥＬ〕
（０８２）２３２－９１５６
〔校長名〕高 橋 一 志
〔ホームページ〕http:www.sanyo.ed.jp/

年次よりチーム医療スタッフを目指す「保健医
療コース」
、保育士や小学校教諭を目指す「みら
い教育コース」
、基礎力を固め広島の大学や専門
学校を目指す「総合進学コース」が設置され、
希望に応じたコース選択が可能です。
〔共学〕
④情報会計科／ICT 時代の商業教育を実践。イン
ターネットショッピングモール「山陽まなびや」
を高校生が運営することを通じて、実践的な商
取引を学ぶことができます。
〔共学〕
⑤工学科／１年次に基本的な工業技術を習得した上
で 2 年次からはロボティクスや 3DCAD・3D プリ
ンタなど最先端の工学技術を学ぶ「先端工学コー
ス」と溶接や旋盤など手作業による職人技の習得
を目指す「ものづくりコース」が新設され、希望
に応じてコース選択が可能となりました。
〔男子〕
【資格・教養講座】
大学や専門学校の先生を講師として招き、医療
事務資格や調剤薬局事務資格介護職員初任者研
修、ＩＴパスポート対策、公務員試験対策など
さまざまな講座を開講しています。
教養講座も茶道や調理・製菓など魅力的な講座
が続々開講されています。科の枠を超えて受講
できるのも大きな魅力です。
【進路】
「体験を通じて目標を決める」新しいキャリア
教育を展開。企業見学、インターンシップ、大
学・専門学校講師による体験授業、資格教養講
座、社会人によるガイダンスなどを通じて、社
会に対する見聞を広め、仕事や学びの内容を知
り、体験することができます。３年間を通じた
キャリア教育で具体的で明確な目標を持ち、前
向きに進路実現に向けた取り組みを進めてい
くことができます。
【クラブ】
①14 クラブが中国大会へ進出、うち 8 クラブが全
国大会へ（2016～2018）
【全国大会】男子ハンドボール部・女子ハンド
ボール部・空手道部・自転車競技部・陸上競技
部・ホッケー部・女子サッカー部・和太鼓部
【中国大会】男子サッカー部・卓球部・剣道部・
テニス部・女子ソフトテニス部・囲碁将棋部
②男子サッカー部は 2017 年広島県新人大会優勝
③女子サッカー部、2017 年全日本選手権連続出場。
④自転車競技部全国高校総合体育大会準優勝
【各種表彰・団体認定】
・国土交通大臣表彰(道路美化)(2016)
・ユネスコスクール認定（2011）
【施設】
2016 年夏 新校舎完成
2018 年春 新人工芝グラウンド完成
2019 年春 新体育館完成予定
気が付けばかつて校舎・校庭を隠蔽していた感のあ
った生垣もなくなった。今は直線道路から真新しい
校舎と新しい人工芝が朝日に美しく映える。山陽が
新生した事を実感させられる。
(西川塾：西川)
345 名卒業
私立大
163 名
専門学校
70 名

【大学の合格実績】
国公立大
短大

2名
9名

広島大 1、福知山公立大 1、慶応大 3、中央大 1、法政大 1、
青学大 3、同志社大 2、立命館大 1、関学大 1 他

【就職実績】
トヨタ、マツダ、JR 貨物、エディオン、イズミ、伊藤園、
そごう・西武、広島厚生会等 就職希望者内定 100％達成

【提携学校】
広島国際大･広島経済大･環太平洋大･広島情報専門学校他

