


1



2 3



4 5



6 7



8 9



10 11



　数学の計算問題を正確に解く訓練
をします。特に、途中式も曖昧（あ
いまい）にせず、丁寧に解くことを
重要視しています。途中、計算につ
まずいても、すぐに先生がサポート
に来てくれて前に進めます。

　「学び直し授業」は、基礎学力の定着をめざして、３人の教員による生徒一人ひとりの習熟度に応じた指導が行われます。
高等学校では中学校で習ったことを通して、より高度で詳細な学習をします。しかし、実際には、中学校での既習事項が身
に付いていないことがあります。そのために、高等学校での授業についていけない等の問題が発生しているのです。
　そこで、松山聖陵高等学校では、平成 24 年度から基礎学力の再構築を図り、普段の授業が生徒にとって分かりやすく、
より興味関心をもって学校での学習に臨んで欲しいという想いから学び直し授業を行うことになりました。このことによっ
て、基礎学力が向上するのはもちろんのこと、学力向上に比例して進路選択の幅が広がってきます。
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  「せっかくの高校生活だから、この学校で仲間とともにいっぱいの思い出と良い経験をしてほしい。」
そんな考えのもと、松山聖陵高校は大きく変わってきた。
　ミニ体育祭や聖陵祭（文化祭）、クラスマッチに修学旅行。学校行事は、実に豊富。各コースの実績も見
違えるほどに進化してきた。
　もはや、世の中でイメージされている松山聖陵高校と実際は、違うのだ。
　ただ、アットホームという変わらない校風は、脈々と受け継がれている。
　そんな松山聖陵高校には、仲間とともにかけがえのない時間をすごす場所がある。
　ここで育ち、ここの文化をぜひ味わって社会に出てほしい。そして、いつか振り返ったとき、
　「松山聖陵高校に行ってよかった」と思える人生にしてほしい。 1716
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　平成 25 年度に３クラス化がスタートし、その２年後には３学年
すべて３クラスになりました。そして、今年度、76 名の新入生を迎え
４クラスがスタートしました。
　これまでの特進コースの生徒は、それぞれの希望する大学への
進学を実現してきました。中には、入学段階では予想もしなかった
大学へ進学した卒業生もいます。そのような学力の伸長が、徐々に
世の中に浸透し、人気のコースへと変わっていきました。

　私は、四年制大学へ現役進学することが目標です。そのために特
進コースに入学しました。聖陵って恐い先生ばかりがいるというイメー
ジを持っていて最初は不安なことが多かったのですが、実際は本当に
優しくて思いやりのある先生方ばかりで正直安心しました（笑）。
　そんな先生に質問しようと思って先日職員室にいったとき、先生方
が真剣に大学入試の問題を分析されていました。普段の授業で、「こ
こが入試ではこう出る」と具体的に教えてくださるのには根拠がある
のだと納得しましたね。そして、その姿が、かっこよかったです。
　生活指導も徹底されており、挨拶や言葉遣い、礼儀など細かく指
摘してくださいます。人として大切なことを教えてもらえるから、精神
的に成長して、点のとれる力が身に付いているんだと思います。
目標に向かって、先生と一緒にがんばり続けます。
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＜運動部＞ ＜文化部＞
＜同好会＞

剣道部・柔道部・バスケットボール部
陸上競技部・卓球部・ダンス部・応援部

吹奏楽部・放送部・郷土芸能部（古三津虎舞）
茶道・三味線・英語・理科

合格実績

◆ 国公立大学（防衛大学校含む） ◆ ◇ 私 立 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  創価大学  同志社大学  立命館大学　

関西大学  関西学院大学  同志社女子大学  龍谷大学  

近畿大学  京都産業大学  関西外国語大学  

名古屋外国語大学  広島修道大学  福岡大学 

西南学院大学  松山大学　など
ソフトテニス部・サッカー部

各自の進路に応じて国公立文系・国公立理系・私立文系・私立理系の各コースに分かれます。国公立大学・難関私立大学の受験
を視野に入れてきめ細かな指導ができる体制をとっています。大学受験に備える時間数を十分に確保するとともに、志望校に合
わせた個別対応を徹底します。ゆとりのある授業時間の中で基礎基本の徹底を図るとともに、演習に十分時間をかけ、国公立大
学二次試験対策にもしっかり取り組み、より高度なレベルの学力を養成します。
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～ 部活動をしながら進学を目指そう ～

合格実績

愛媛県立農業大学校

松山大学　　　　　　東洋大学　　　　　大阪学院大学　　広島工業大学　　亜細亜大学　　阪南大学
徳島文理大学　　　　聖カタリナ大学　　日本文理大学　　大東文化大学　　目白大学　　　流通科学大学
大阪経済法科大学　　藍野大学　　　　　広島修道大学　　神戸学院大学　　関西国際大学　名古屋商科大学
松山東雲女子大学　　広島経済大学　　　東亜大学　　　　徳山大学　　　　姫路獨協大学　岡山理科大学
岡山商科大学　　　　関東学院大学　　　帝京大学　など

◆ 大学校 ◆

◇ 私 立 大 学 ◇

部活動をしながら大学現役合格をめざします。高い進学率が自慢です。

★指定校推薦多数あり

平成 28 年度平成 28 年度

進学率92％

　進学コースは、特進コースに準じた、進学希望者のためのコースで
す。ひと口に進学といっても、生徒一人ひとりの目標とする大学はさ
まざまです。それぞれの目標に合わせた丁寧な進路指導が必要になる
のは当たり前のことです。
　松山聖陵高等学校進学コースでは、入学してからまず、基礎学力の
定着を図ることから始めます。他のコースと同じように、国語・数学・
英語の「学び直し」を行います。また、運動部・文化部などの課外活動、
生徒会活動などの学校運営に関する活動、各種学校行事を通して人間
性を育むことなどで、生徒の可能性を高めるための土台づくりを行い
ます。そして、ホームルーム活動を通して、「将来自分が何を通して
社会に役立っていくのか」ということを考え、進路選択をしていくこ
とになります。その際、担任や教科担当などと相談をし、生徒は一人
ずつ自分の意思を決定していくことになります。

　生徒の「大学にいきたい」「進学したい」とい
う思いを実現させたいと私たちは考えて日々生徒
達と接しています。君たちも、この進学コースで多
くの知識と経験を得てください。まだまだ学ぶこ
とは多くあります。いっしょにがんばりましょうね。
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コース対抗の競技。コース一丸となって闘います！！

　修学旅行（関東方面）

　学校生活で重要になるのは、やはり友人関係です。ともに苦労を味わい、励ましあい、夢を語り合い、時にはリフレッシュをし、最後は
ともに進学先を決めて卒業を迎えます。ここで得た友人関係は、一生の宝物として必ず人生の糧となります。
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　入学した時は進学ではなく、卒業後は就
職できればいいかな、くらいの思いでした。
でも、くすぶっていた私の進学への気持ち
に対して、先生方は全て受け入れた上で、
そのために必要な勉強にいつも熱心に付き
合ってくださいます。今、私には、夢があ
ります。ここで身に付けた情報スキルをさ
らに高めてくれる環境へ進学することです。
そして、今より広い世界で多くの価値観と
出会い、先生方のような寛容な精神を身に
付けた大人になることです。どこまででも
付き合ってくださる先生方に恩返しする意
味でも、ここで自分をしっかり磨き、必ず
夢を叶えたいです。

東レ　　　ジーフット　　濱﨑組　　　東和工業
茶玻瑠　　椿食品　　　　佐々木食品　松山酸素
大木建設　福崎組　　　　太陽石油　　越智工芸
ブシド　　今治第一病院  　太助寿司　　中温
サカイ引越センター　　　　フジデリカ・クオリティ
八千代　　愛水　　　ヘンミグループ（無印良品）
水 ing　　ヤマダ電機　　林鐵工所（事務職）
泰斗福祉会　ムロオ　　トールエクスプレスジャパン
丸協運輸　愛媛パッケージ　四国福山通運（事務職）
ヤマト運輸　伊予基準寝具　伊予鉄道　　松宮
山内保温工業　　　　　　カトーレック松山工場
海上自衛隊　　陸上自衛隊　など

聖カタリナ短期大学　　松山東雲短期大学　など

◆ 短 大 ◆

松山大学　聖カタリナ大学　四国大学　姫路獨協大学
岡山商科大学　大阪商業大学　帝京大学　広島経済大学　など

◆ 大 学 ◆

河原電子ビジネス専門学校　河原ビューティーモード専門学校
松山ビジネスカレッジ専門学校　日本工学院八王子専門学校　
愛媛県美容専門学校　　日産愛媛自動車大学校
大原簿記公務員専門学校　HAL 東京専門学校
岡山医療技術専門学校　アミューズメントメディア総合学院
東京ビューティーアート専門学校　など

◇ 専 門 学 校 ◇

～ 情報を取扱うプロフェッショナルを目指そう ～
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修学旅行（関東方面）
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　私達は、ラグビー部に所属し、スポーツコースで充実した学校生活を送ってい
ます。週に 2 日、5・6 時間目を専攻体育という形で各部活動に分かれて活動して
いますが、その他にスケートやゴルフなどの実習もあり、楽しくスポーツを学んで
います。ラグビー部としては平成 28 年度全国ラグビーフットボール大会（花園）
に出場してベスト 16。そして、４月にはセブンズラグビー全国大会に 3 年連続で
出場することも決まりました。日々、先生方や仲間たちと一緒に目標に向けて頑張っ
てきて本当によかったと思っています。これからも文武両道をモットーに、スポー
ツと勉強に真剣に取り組み、人間性を更に高めていこうと思います。

　将来は、スポーツを通じて社会貢献できる人になってく
ださい。君達ならラグビーを通して世の中の人に貢献でき
る道を探してみてください。松山聖陵高校でスポーツを経
験した人間として、その後の社会で人の役に立つことをし
てほしいのです。その時、人間性がポイントになります。
試合で勝つときも人のために何かをするときも一緒で、
人間性が問われるのです。ここで人間性をさらに高めて
いきましょう。

～ 君も仲間と一緒に勝利の喜びを体験しよう ～
重点強化部を中心に、各部活動が全国大会を目指します。

　スポーツコースでは、３年間各運動部に所属し、各種競技の優れた技術・技能
と高い「人間力」を備えた人材の育成を目標としています。「人間力」とは、学力
や技術に、人間性を含めた、人としての総合力をいいます。総合力をつけるため
には、文武両道をめざし、心身ともに健康で礼儀正しい、社会性を身に付けた人
格を育てること。世界で活躍するトップアスリートの人たちは、競技に対する優
れた技術や技能をもとに成果をあげるとともに、社会貢献などにも積極的に取り
組む人間性があります。その姿が、まさにスポーツコースが求める選手の将来像
です。スポーツに対する真 な姿勢を身につけ、自らが選んだスポーツが生涯身
近にある存在となって欲しい。そんな思いでトップアスリート養成に努めます。

　スポーツコースでは、以下 14 の運動部への加入を条件としています。生徒は
各運動部に所属し、３年間の学校生活を経て、スポーツ推薦などを利用して大学
へ進学するか、高校でスポーツを完了し、学校推薦などで就職をします。いずれ
の進路を選択しても、生徒は、３年間仲間と苦楽をともにして得た連帯感と精神
力を糧に、それぞれの道で人間力のある人として活躍しています。

トヨタ自動車　東レ　佐川急便　サカイ引越センター　北温運送　オオノ開發　愛媛綜合警備保障　セントケア四国
今治造船　ダイオーロジスティクス　エリエールペーパー　伊予基準寝具　ソウケン　大協建工　クラレ西条事業所　など
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全国大会出場者、全国大会優勝経験者が指導に
あたります。
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　工業科は、３つの科があります。

　自動車工学科は、自動車整備士を養成するコースです。
　なんと、平成 26 年度入学生からは、２年次修了で３級自動車整備技能
登録試験を実技試験免除で受験できるようになりました。つまり、卒業
するまでの間に、高校生の時点で自動車整備士になれるということにな
ります。そして、平成 27 年度からは女子生徒も入学可能となり、女子の
自動車整備士になりたい人への道が新たに開かれました。
　実習環境はとても充実していて、一度見学にくるとそのスケールに驚
くと思います。ぜひ見学にきてみてください。

　機械科は、将来エンジニアとして働く人材を育成するところです。
エンジニアには色々な種類がありますが、機械工作の基礎・基本を身に
付け、卒業後、すぐに社会で働くことができるよう、丁寧に教えています。
　工作機械には、人間の手を必要とするものから、一台 1000 万円以上も
する最新鋭のものまで豊富にそろえています。全ての機械は、入学した
あなたのために、実際に社会に出ることを想定して設置されています。
　そして、「シカク（資格）のキカイカ（機械科）」と銘打って、資格取
得にも積極的に取り組んでいます。

　建築科では、２年次から、「技術コース」・「ものづくりコース」・「イ
ンテリアデザインコース」の３つのコース選択ができます。１年次に基礎・
基本を身に付け、２年次からは自分の可能性をより高められる専門的な教
育を受けられます。実習も豊富で、クリエイティブな人材が育成されます。
　「建築」と聞くと、単に家やビルなどを建てるというイメージを持たれ
ますが、実際には設計から完成するところまで多くの工程があり、それ
にかかわる多くの仕事が存在します。建築科では、その一つひとつを丁
寧に教えます。その奥深さを、ぜひ味わって社会に出てほしいのです。

　以上、３つの科に共通することは、「ものづくり」です。
　世の中には多くのモノがあります。よりよいモノを生み出すためには
体だけでなく人としての心の成長が不可欠です。モノには多くの人の手
がくわわっています。人が知恵をふりしぼり、誰かのためになると思っ
てものづくりを通じて社会に貢献してほしい。そのために、あきらめず、
継続的に自分を信じて努力する、そんな心の成長が必要なのです。だから、
工業科では生活指導も徹底しています。

　工業科全体では、常に自分たちの
活動がどれくらい進められている
か、どこを変えるとより社会に密着
したよい教育になるかを学校内で代
表者が集まって話し合っています。
　それは、せっかく工業科に来てく
れたのだから、「松山聖陵高校の工
業科に来てよかった」と卒業した後
に思ってほしいからです。それくら
い、あなたのことを本気で接してく
れる面倒見の良いスタッフが待って
います。ぜひ、春にあなたと会いた
い。心待ちにしています。
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　将来は、車にかかわる仕事につきたいと、ばく
ぜんとした目標のままで中学３年生のとき受験校
を考えていました。たまたま中学校にあった聖陵
高校のパンフレットを開けると、自動車工学科の
ことが詳しく書いてありました。学校見学会にも
行って、実際の自動車工学科の様子を見ると、
様々な機能を備えている大きな実習場がありまし
た。あの時、ここへ来ようと決めることができた
のは聖陵の設備の整った実習場と、熱心な先生
がいらっしゃることを知ったからです。
　現在、その実習場でさまざまな実習を私も行っ
ています。

　松山聖陵高校の自動車工学科は、四国初の２年
次修了で３級自動車整備技能登録試験を実技免
除で受験できるようになりました。言いかえると、
２年生が終われば、高校生にして３級自動車整備
士になれるということになります。普通、高校卒
業で受験できる資格ですが、生徒の進学・就職を
有利に進めることを考え、今の制度に変えました。
　設備の整った実習場を備え、早々と整備士の資
格を取得できる学校はなかなかありません。私も、
整備士として身につけてきた多くの知識や経験を、
今の生徒に教え「聖陵の自動車工学科を卒業した
整備士は優秀だ」と社会から評価され、世の中に
貢献できる整備士を輩出することを目標にがん
ばっていきます！

　中学３年生のとき、自動車工学科に進学したい
と言ったとき親に反対されました。でも、大好きな
叔父さんのような自動車整備士に将来なりたいと
いう私の思いを最後は認めてくれて入学しました。
　でも、内心は本当にここでやっいけるかなって
不安の方が強かった私に、先生方は親身になっ
て指導にあたってくれて正直ほっとしています。
　今は、自分の可能性を信じてがんばりたいです。
　そして、一生懸命がんばる自分の姿を親にみ
せることが、親に対する感謝だと思って日々を歩
んでいます。

２年次修了で３級自動車整備技能登録試験を実技試験免除で受験できます。
　　　　　　※卒業を待たずして自動車整備士になれます !!

３級自動車整備技能登録試験の高い合格率
　現在、国内で自動車整備士が不足しており、国土交通省でも力を
入れている分野です。そのため、本校でも生徒数が増加に転じてい
る科の１つです。実学志向が上昇している今の時代にマッチしたも
のとして評価されているようです。
　そもそも自動車整備士とは、自動車の安全、環境保全、経済的な
使用などすべてを視野にいれて自動車の整備・点検に従事する仕事
です。本校は、自動車整備士養成の指定校であり、2 年次修了時点
で３級自動車整備士の資格が取得できます（実技試験は免除されま
す）。同試験合格率は例年約 70％を誇っています。全国平均 60％
を上回る高い合格率もこの科の人気の要因です。昭和 39 年、全国
の高等学校に先駆けて第一種自動車整備士養成施設の認証を受け、
その伝統と充実した環境にますます注目度が高まっています。

３級自動車整備技能登録試験合格者
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日産愛媛自動車大学校　トヨタ神戸自動車大学校
トヨタ名古屋自動車大学校　ホンダテクニカルカレッジ関西
穴吹カレッジ（専）　　　愛媛調理製菓（専）
大阪学院大学　　　　　大阪産業大学
福山大学　　　　　　　鹿屋体育大学
聖カタリナ大学　　　　徳島工業短期大学
広島国際学院大学　　　日本文理大学
日本経済大学　　　　　広島工業大学
高山自動車短期大学　など

ネッツトヨタ瀬戸内　西四国マツダ　宇和島自動車運送　共立自動車
トヨタ自動車　　いすゞ自動車中国四国　伊予スズキ販売
トヨタ車体　　　マツダ　　　　ダイハツ工業　スズキ自動車工業
栗田自動車　　　中予自動車　　伊予鉄オート　アルスターオート
三菱ふそう　アベホンダ　三共オート　日産部品西四国販売
富士工業　ビッグモーター　ガリレオコーポレーション　協和道路
出光産業　四国西濃運輸　　日本運輸　　近畿日本鉄道
小手川工業　光永産業　ヤマト運輸　丸協運輸　ワイテック　
フジコン　えひめ中央農業協同組合　など42 43
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法政大学　　　関東学院大学　　松山大学
大阪学院大学　大阪産業大学　　環太平洋大学
九州国際大学　聖カタリナ大学　奈良産業大学
日本文理大学　広島工業大学　　広島国際大学
愛媛医療福祉専門学校　大阪航空専門学校
河原医療福祉専門学校
河原電子ビジネス専門学校
松山ビジネスカレッジ　　など

トヨタ自動車　トヨタ車体　三菱自動車工業水島製作所　大王製紙
井関松山製造所　井関重信製作所　ヰセキ四国　東レ愛媛工場
松山機型工業　中予精工　摂陽明正　協和道路　オオノ開發　光永産業
亀本鉄工業　四国名鉄運輸　四国福山通運松山支店　四国シキシマパン
ルナ物産　高須賀製作　ナガセ　帝人エンジニアリング　大竹工業　 畔柳工業
きんでん　　 大森商機　　  林鐵工所　　 大可賀造機　　 ビケン
ジェイアール四国メンテナンス　アイキ工業　えひめ中央農業協同組合
金城産業　サンセイ工業　今治ショット工業　ホリエ　高幸建設
堀江産業　協和道路　ダイオーミルサポート　アカマツ　ヤマセイ
米山工業　ENPプリント　ちぬや　三共メンテナンス　など
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　建築科では、建築の基本である「製図」「実習」を通して、新鮮な発想の
原点を育みます。現在、建築科は実学志向が上昇している今の時代にマッチ
していることもあり人気の学科の一つです。
　建築学は設計から実際にものをつくるところまで多種多様な段階がありま
す。本校の建築科では、その一つひとつを丁寧に指導し、在学中取得可能な
資格の指導も行った上で、社会に出た後でもクリエイティブな仕事ができる
人材を輩出することを目標としています。実際、本校を卒業してインテリア
デザイナーや建築業界で活躍する者が多くいます。彼らは、本校でしっかり
と基礎を学ぶのはもちろん、将来のことを考えて創造的な力も身に付け、さ
らに人格もしっかりと磨いた上で社会で活躍しています。
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住友林業ホームエンジニアリング　住友化学　京王電鉄

松井建設　大野建築構造事務所　門屋組　富士造型　積和建設四国

伊予ブルドーザー建設　オオノ開發　濱﨑組　河窪建設　マルマストリグ

愛媛プレカレット　今治造船　渡辺建設　日野木工　高崎組　水 ing

愛媛土建　セキヤ設備　大塚組　池原工業　家守屋　テクノ重機

道下建設　参川建設　ウェストコンサルタント　ふなや　共立建設

井原建設工業　もみじ建設　LIXIL 大阪　砂田建設　など
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修学旅行（特進・スポーツコース除く）

秋季学校見学会（中学生対象）
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　実は、松山聖陵高校では、一年間に体育祭が２回ある。５月にミニ体育祭を行い、メイン種目を９月に行う。ミニ体育
祭が前哨戦（ぜんしょうせん）なら、９月の体育祭は、決勝戦だ。皆、その日に合わせて体の調整を行い、本番を迎える。
　競技種目は多彩。大縄跳びに綱引きなどポピュラーなものはもちろん、ソーラン節やエイサーなどの披露、聖陵高校一
番の力持ちを決める「Mr.& Ms. 聖陵」や仮装などをしてかなりふざけた「遅刻ゼロの日」なるものまである。
　そして、ポピュラーではあるが、何と言ってもリレーは、観る者を歓喜させる。各予選を勝ち抜いた強者（つわもの）
が決勝にあらわれ、今年の「聖陵高校最速王・最速クラス」が決定する。
　各コースでは巨大な応援パネルが作成され、応援のボルテージも上がる。ちなみに、事前の準備から当日運営まで、ほ
とんどが生徒主体で行われる。生徒の情熱が一つにまとまって体育祭が成立しているのだ。
　アツイ一日を終えて、生徒はくたくたになるが、それが達成感であり、感動となる。次の日からの普段の学校生活の支
えとなっていく。
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　多くの企画が用意されている「聖陵祭」。２年生を主体とする各クラスやコースで模擬店がメインとなる。
模擬店に並行して、各教室でさまざまな催し物が行われる。自動車工学科は車の無料点検や餅つき、機械科
は作品の展示、建築科は木製の机や椅子を販売するなど個性豊かなものが開催される。そして、体育館では
歌自慢大会。さらに、PTA や教師による商品販売。気がつけば学校内にいる全ての人がお祭りムードだ。
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　特進コースでは、2年生の 12 月に海外英語研修として国外への修学旅行を実施しています。平成 28 年度もイギリスに行きました。通常、海外へは
高額な渡航費用等がかかりますが、できるだけ経費を抑えて実施しています。なぜなら、特進コースのほとんどの生徒が、１年後には大学へ進学し、
授業料等がかかるためです。一方で、高等学校の修学旅行は中学校では味わえない、経験豊かなものにしてあげたいという想いもあります。ホームス
テイなどできるだけ多くの体験をし、歴史的・文化的なことも実際に旅行先で学んでほしい。そのような想いから、語学の研修も兼ねて海外での修学
旅行としています。
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黒部ダムを見学～アルペンルートへ

登山初心者でもガイドさんが丁寧に指導してくれるから安心 やっぱり東京スカイツリー

　普通科進学コースと情報コースでは、関東方面への旅行を実施しています。東京ディズニーリゾートを満喫し、東京スカイツリーへも行きます。
見学先が多岐にわたる内容の濃い修学旅行です。
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運動部でも文化部・生産部・同好会でも初心者・経験者を問わず、先生方が丁寧に指導してくれます♪64 65
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受検票、筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム）、体育館シューズ、
くつ袋、昼食

普通科（進学コース・情報コース・スポーツコース）,
工業科（自動車工学科・機械科・建築科）
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※その他、PTA会費・図書費

　理科実験費・情報システム費・諸費など、

　（年間15,000円程度）が必要です。

生徒会費・後援会費

空 調 費

受検票、筆記用具（鉛筆またはシャー
プペンシル、消しゴム）、体育館シュー
ズ、くつ袋、昼食

普通科（進学コース・情報コース・スポーツコース）
工業科（自動車工学科・機械科・建築科）

平成30年3月23日（金）

2,000円

500円

2,000円

500円

28,500円 32,500円
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