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（夏季学校見学会にて新制服公開）

進化  特進コース
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１  女子生徒の制服

２  入学検査成績特別奨学生制度導入
入学検査成績の上位者につい
ては、事前に受検者の評定平
均が条件を満たしていなくて
も特別奨学生として認められ
る制度です。

女子の制服は３つ用意され、
自分の着たい制服を自由に
選ぶことができます！（全
て購入することも可能で
す。）
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　選手層は年々厚くなっている。環境も
整備され、道具もそろってきた。
　サポートのスタッフも整備され、大学や
社会人チームで活躍するOBも、積極的に
練習に来てくれる。ちなみに、OBは、練習で
ほとんど手を抜かない。スクラムもタックルも、
本気で当たっていく。
　だから、たとえ練習とはいえ、「本物」を
身をもって経験できる在校生は、とても強い
選手になる。
　花園大会でのベスト８進出を目標にする
だけあって、練習量は本当にハード。
　心折れそうになる自らのユニフォームの
ズボンには、「信頼」の字。疲れているのは
自分だけではない。周りも同じ。そこで
自分のことだけを考えているようでは、
チームとしては決して戦えない。だから、
歯をくいしばる。
　そして、前へ、進む。
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　甲子園での初勝利が待ち遠しい野球部。
　甲子園をめざし全国制覇を目標にするだけあって、練習の質は高い。選手は日々の
練習で自分に厳しく取り組んでいる。しかし、それだけではない。
　レギュラー組の打撃練習後、彼らはマシンにボールを入れるサポート役の控え選手に、
「ありがとう」と言う。形だけの言葉ではない。必ず目を合わせて言う。しかも、全ての
選手が感謝の言葉を口にする。
　　 　　　　　「いつもありがとう」「サポート助かるよ」…
　監督の指導のもとに、確実に成長を続ける選手たち。ただ、決して自らにおごらない。
常に感謝の気持ちを忘れない。そして、挑む気持ちを決して忘れない。
　そういう選手たちがいるからまわりは応援したくなる。
    これが聖陵高校野球部のかかげる「心の野球」だ !!
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令和元年度  四国卓球選手権大会出場 ( 団体の部 )　令和元年度  愛媛県団体卓球選手権大会 団体高校の位部 2位
令和元年度  全国高等学校選抜卓球大会 四国地区大会出場 ( 団体の部 )　令和元年度 愛媛県高等学校選抜卓球団体リーグ大会 団体 準優勝
令和 2年度  愛媛県高等学校卓球再開記念大会 団体 準優勝　令和 2年度  全国高等学校選抜卓球大会出場 小寺 貴璃
令和 2年度  愛媛県高等学校選抜卓球個人リーグ大会優勝 小寺 貴璃

科学研究部

各中学校での撮影を無償で行っています！
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5
令和 2年度愛媛県高等学校夏季野球大会　優勝 !!
第 90・91 回選抜高等学校野球大会  （春の甲子園）  2 年連続出場 !!
第 98 回全国高等学校野球選手権大会　愛媛県大会　優勝 !!　甲子園初出場 !!

男女ともに、初心者も大歓迎 ! 全国大会出場

愛媛県高等学校総合体育大会男子団体 愛媛県高等学校総合体育大会男子団体出場
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大阪大学　現役合格
神戸大学　現役合格
奈良女子大学　現役合格
防衛医科大学校　現役合格
（英検準一級　2名合格）
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　このパンフレットの表紙をめくる
と人文字の空撮画像があります。あ
の画像もドローン研究部によるもの。
　学校行事だけではなく、本校では
例えばラグビー部の練習を空撮して
フォーメーションの確認をするなど
スポーツ科学の面でもドローンを利
用しているのですよ！

えー、
只今、

高校２
年生が

、

約 20
万円を

サクッ
と飛ば

してお
ります

…

 部長　宇都宮　良哉さん（普通科情報コース 2年）
 （新居浜市立新居浜北中学校出身）

しら
ーっ
と
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進学コースでは他学年（他クラス）でも同時に講義が行われる。
（なお、進学コースでは教室後ろにホワイトボードを設置しているため
画像や映像を通した学習が行いやすい）

　SDGs は、これまでのボランティアとは違います。もちろんボランティア活動は大切なものですが、もっと
広い捉え方を必要とするものです。全人類的な問題として国連で定められた SDGs ですが、これは全人類的
問題が危機的状況にあることを表しています。ここで人類が動かないと地球や人類、動植物が致命的な段階に
入るということです。
　ただですね、これらの状況を国連が提唱するよりも前にすでに気付いていた人たちもたくさんいたのですよ。
例えば、本校の進学コースを卒業して、上の写真のように『ヒマラヤに学校をつくる』の本で有名な吉岡大祐氏。
児童労働や人身売買、カースト制度による差別などを現地で目の当たりにして、これは見過ごすことができない
と思った吉岡氏が活動を 20 年も行ってきました。
　この SDGs の取り組みのポイントは、行動です。最初に述べたように、広い捉え方をするものの、自分の生活
に落とし込んで具体的にどう行動するかが大切です。昨年、進学コースでは難民問題について取り扱い、左の 17
の目標のうち１・10・16 に関わる深い学習と活動が行えました。最終的に生徒の発想で募金活動を行い、難民支
援団体に寄贈するということを行いました。これだと、今までのボランティア活動と変わらないとも取れるので、
今年はより具体的な行動を想定しています。というのも、本校卒業生には起業している方が多くおられます。会社
の大小にかかわらず、高校生の SDGs の取り組みを、高校生自身が会社に対してアピールし、企業とタイアップし
ていくという昨年を超える具体的な行動を取っていきます。

酒本　豊寿　教諭 (40歳)
理科の教員で、専門は生物。
松山聖陵高校において、SDGs の
取り組みを積極的に行っている。
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　普通科には、情報コース・スポーツコース・進学コース・特進コース、計４つのコースがあります。

　　　　　　　　  は、情報を取り扱うプロフェッショナルを目指すコースです。
　最近では国公立大学や地元松山大学に合格するなど、進学にも力を入れており、情報コースの「進学化」
も注目されるようになりました。今まで就職を希望する生徒が多かった情報コースですが、さらに
高度なデジタル技術の習得を目指そうと、大学や専門学校に進学を希望する生徒も増えています。
　修学旅行は 2021 年度からは台湾に行くことが決まっています。アジアでもトップクラスのデジタル
環境を誇る台湾に進出している日系企業の見学や日本人スタッフによる講演を予定しており、「生の
デジタル」を体験できるように企画されています。これからの情報コースの変革には、ますます目が
離せないでしょう。

　　　　　　　　　　　　は、全国大会などで活躍できる選手を育成するコースです。
　「専攻体育」というスポーツコースならではのカリキュラムがあり、近年トレーニングルームを新設
するなど、施設も充実してきました。注目すべきは指導者です。顧問の先生の多くは全国大会経験者や
優勝者、さらには実業団での選手経験者や世界大会経験者までいます。日本の頂点を経験したトップ
アスリートが目の前にいる環境がスポーツコースです。スポーツコースが最も大切にしているものの
一つに卒業後の進路指導があります。顧問とホームルーム担任が連携し、責任を持って指導します。選手を
校名発揚のために利用し、卒業後の進路は自分で決めなさい、というような無責任な指導は絶対にありま
せん。コース独自の制度、施設設備、顧問の経歴など、スポーツに専念できる環境がスポーツコースには
あります。

　　　　　　　　　は、部活動をしながら進学を目指すコースです。
　文武両道は意外と難しいものです。進学コースでは、みなさんが入学される 2022 年度から、今まで
放課後に行っていた進学講座を廃止して、全て「個別指導」に置き換えることになりました。週に３日
を「勉強優先日」として放課後に個別指導を行い、残りの２日は「部活動優先日」として部活動に力を
入れるようになります。つまり、一週間で文武両道を考えるシステムを導入しています。スポーツコー
スのような専攻体育でもなく、特進コースのように大量の勉強時間も設定しない、見事なバランスを保
つことに力を入れています。
　2022 年度からは「個別指導の進学コース」になります。今後も進学率 100％を目標に、さらなる改
革が行われるでしょう。成長の早い進学コースに注目が集まっています。

　　　　　　　　　は、国公立大学や難関私立大学などを目標に勉強を頑張るコースです。
　近年の成長は著しく、ここまでの発展を誰が予測したでしょう。その礎（いしずえ）は少人数教育に
あります。１クラス 20名程度のクラス編成を行い、勉強はすべて学校で面倒を見るというスタイルは、
本来の学校の姿や役割を象徴したものです。最近では英語や数学の授業を習熟度で行い、アクティブ
ラーニングを積極的に導入し、ICT 教育を推進するなど、生徒たちが勉強に専念できる「専心勉学の精神」を
身をもって体験できる環境が整っています。近年では大阪大学や神戸大学、そして防衛医科大学校など、
「えっ !    聖陵の特進からそんな大学に行けるの？」と、世間が驚くような実績を出しています。今後
も驚くほどの進学実績が期待できるコースです。

　特色ある４つのコースを設置したことにより、普通科が最大の生徒数を
有するようになりました。もはや、普通科の躍進が今の松山聖陵高校を
支えているといっても過言ではありません。
　どのコースで自分の可能性を伸ばすかは、あなた次第です。普通科は
未来の自分に一生懸命になれる人を待っています。
　多くの可能性を持ったあなたと４月に会えることを楽しみにしています。
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①海外での体験を通して、生徒の世界観を広げる機会とします。
②アジアでもトップレベルである台湾の先進的なデジタル環境を見学し、
　情報を取り扱うビジネスの世界を実地研修します。
　（現地にある日系企業の見学等を予定しています。）
③現地高校を訪問し、国際交流の機会も設けます。

2021 年度から修学旅行を台湾に変更‼

35
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　スポーツコースの生徒は、スポーツ推薦等を利用して大学へ進学する例が
年々増えています。一部の選手は、プロ選手として活躍しています。近年、
中学生やその保護者の中には、高校卒業後の進路を想定した「高校選び」
の傾向が強くなっており、本校スポーツコースは、そのニーズに合った
コースとなっています。
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スポーツに集中できるこの環境が、
多くのトップアスリートを育成する。
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近年、コース内の制度改革を積極的に進める進学コース。目標は、進学率 100％　　　　。

100％に近付いているものの、まだ達成ならず。でも、ひたむきに挑み続けるしかない。

％　　　　。

進学講座を廃止して、全て個別指導（無料）に置き換えます。
それぞれの学力に適した個別の教科指導が月・火・金曜日の放課後に受けられます。
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進学率 100％達成のために
勉強優先日（個別指導）と部活動

優先日を設定し充実した学校生活になるよう
行事も改革する進学コース
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　高等学校には、普通科、工業科、商業科、農業科など「学科」というものが存在します。本校でも工業科と普通科が
あります。例えば、工業科の中には、自動車の仕組みを学び、将来自動車整備士を目指す自動車工学科。インテリアデザイナー
を将来像として描き、または大工になることを目標とするようなコースまで備える建築科があります。普通科でみても、特
進コースのように勉強を軸にして難関大学への進学を目標とするところや全国大会で活躍する選手になることを目指すス
ポーツコースがあります。
　中学校を卒業する時までに、あなたに見事にマッチする学科やコースがあれば、
ぜひその道を選んでください。ただ、私たち進学コースの考えは違います。
15歳の時点で何かの可能性を選ぶということは、自動的に他の可能性を
消してしまうことにほかなりません。高校でこれをしたいという目標が
中学校卒業までに見つからなかった場合、その生徒はどうなるのか。大学や
専門学校へ「進学したい」という気持ちはあるものの、将来こういう仕事に
就きたいとはっきりとした目標がない生徒もいます。何をするかを探してから
高校に進学するのではなく、何かを探すために高校に進学する。そんな生徒の
ために進学コースはあるのです。
　進学コースには、本校のスポーツコースのように、専攻体育という時間は
ありません。また、特進コースのように多くの勉強時間も設定していません。
もちろん、このコースを希望される人には「進学すること」を条件としてい
ますが、だからと言って他コースのように極端なことはせず、個別指導も含
めた学習の時間や部活動、時にはボランティア活動等を通して、自分の可能
性を見つけ、伸ばすか。これが大切なことでありコースとして徹底していき
たいことだと考えています。
　ぜひ、進学コースで自分の可能性を探しにきてください。
　あなたの入学を、スタッフ一同で心待ちにしています。
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大阪大学　神戸大学　奈良女子大学　大阪教育大学　愛媛大学（21名）　島根大学　高知大学　大分大学　琉球大学　静岡文化芸術大学　
兵庫県立大学　愛媛県立医療技術大学　島根県立大学　鳥取環境大学　高知工科大学　北九州市立大学　熊本県立大学  宮崎公立大学 など

防衛大学校　防衛医科大学校　水産大学校

明治大学　日本大学　東洋大学　専修大学　神奈川大学　名古屋外国語大学　関西大学　関西学院大学　同志社大学　立命館大学　京都産業大学
近畿大学　龍谷大学　関西外国語大学　岡山理科大学　広島修道大学　日本赤十字広島看護大学　福岡大学　松山大学（201 名）など

課外活動が選択できる！
　①部活動
　②チャレンジスタディ

進化　特進コース
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2022 年度から全ての運動部・文化部・生産部・同好会に入部可能になります。
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「手に職をつける」工業３科
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◇  ２年次修了時点で３級自動車整備士の
　  受験資格を取得できます。
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高校としては西日本で最も豊かな実習環境を
もつ自動車工学科。３級整備士になる目標は
もちろんだが、その後の進路についても徹底
して指導を受けられる。
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１年次にホームルーム担任と面談をして
コースを決められるから安心。

４つのコース選択
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中田　真己  さん（20 歳）

資格
取得

のメ
リッ
ト

（現　河原デザインアート専門学校　インテリア・建築デザイン研究科１年在学中）
  兼    愛知産業大学通信教育部造形学部建築学科 3年在学中〈ダブルスクール〉

令和 2年度より受験資格が緩和され、高等学校などにおいて指定科目を
修めて卒業すれば二級建築士を「実務経験なし」で受験できます。
本校建築科は、国土交通大臣・都道府県知事及び建築技術教育普及
センターよりその認定を受けています。
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巻末巻末

広島マツダ工場見学
（自動車工学課）

（特進コース）

（ 2 年進学・スポーツ・特進コース）（2年進学・スポーツ・特進コース除く） 海外修学旅行
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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月頃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、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、もはや競走よりはパフォーマンスでいかに人を笑わせるかに執念を
燃やす「部対抗リレー ( パフォーマンス部門 )」なるものまである。ちなみに、例年男子圧勝で終わる「Mr.&Ms. 聖陵」
では、2年連続で女子が優勝。あっぱれである。
　さて、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
決勝戦に現れ、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、生徒はクタクタになるが、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。 7776
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（特進コース受検生を除く全科・コース受検生対象）

入学検査成績の上位者については、特別奨学生として奨学金が支給されます。
（ A 特別奨学生または B特別奨学生に準ずる。）

入学検査成績特別奨学生制度

松山聖陵高校の特別奨学生制度は、所得 ( 高所得 ) による
奨学金の減額は一切ありません。
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土

※その他､PTA 会費･図書費･
　iPad 利用料（月額 3,000 円）･理科実験費･
　情報システム費･諸費などが必要です。
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7/31
午前 9：3０～
（受付は 9：00～）

土 8/28
午前 9：3０～
（受付は 9：00～）

土 10/
午前 9：3０～
（受付は 9：00～）

土
午前 9：9：9：9：9：3０3０3０3０3０3０3０3０3０3０～
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土2
第１回 秋季学校見学会
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土土6
第２回 秋季学校見学会
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見学会の主な内容（詳細は、HPで発表します。内容が一部変更になることもあります。）

全体会 各科・コースによる
体験授業や説明など

　　　　部活動体験・見学
野球部・ラグビー部・サッカー部・
自転車競技部・バスケットボール部・
バレーボール部・陸上競技部・ダンス部・
柔道部・剣道部・卓球部・ゴルフ部

体験学習１ 体験学習２

▶
「学び直し」授業体験（特進コース除く）
基礎学力の定着と学習への興味・関心の向上を目指します。

◇ 複数教員による一人ひとりの習熟度に応じた指導です。
※特進コースを除く全ての生徒は、入学後３教科の学び直しの授業を受けることになります。

学び直しを導入している科目
国語・数学・英語

授業体験の様子

（体験学習１は全員参加） （体験学習２は希望制）

特別企画！ 食堂体験（保護者の方も含め来校者全員対象・自由参加）無料

全体会全体会全体会 各科・各科・各科・各科・各科・各科・各科・各科・各科・
体験授体験授

体験学体験学
（体験（体験（体験（体験（体験（体験

松山聖陵高校の体験授業・見学会は、
来校者の移動の負担を除くため、
企画の全てを学校の敷地内で行います。
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