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SHOTOKU 
ONE AND ONLY

目指す未 来は十人十 色。

自分のスタイルは自分で決める。

〒690-0015  松江市上乃木1丁目14-51　
TEL.0852-21-5478　FAX.0852-21-1350
E-mail: info@shotoku-h.ed.jp

https://www.shotoku-h.ed.jp/

奨 学 制 度

入 試 情 報

※本校独自の奨学制度です。S特奨はさらに入学金・施設設備充実費を免除します。

松徳奨学制度 学年学業奨励制度 松徳育英奨学制度

私立高校授業料
実質無償化がスタート！

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm
詳しくは文部科学省のホームページをご覧ください。

日々の情報はSNSをチェック！

Twitter Facebook Instagram

@shotoku_gakuin @shotokugakuin @shotoku_gakuin

学業成績や部活動で優れた
人に月額5,000円～20,000
円を支給する制度です。

特別奨学生でない人のうち
年間の学業優秀者に年間
30,000円を支給します。

入学後、経済的理由で就学
困難な人を援助するために
支給します。

（D特奨~S特奨）※

入試日程 生徒・保護者対象説明会等日程

7月30日 （金） 夏の体験学習① 10：00～
7月31日 （土） 夏の体験学習② 10：00～
10月2日 （土） 部活動体験 14：00～
11月13日 （土） 入試説明会①体験型 10：00～
11月20日 （土） 入試説明会② 14：00～
12月4日 （土） 入試説明会③ 14：00～
12月18日 （土） 入試説明会④ 14：00～
※実施日は変更になる可能性がございます。
　最新の情報はHPでご確認ください。

自己アピール
入　　試 2022年1月15日（土）

推薦入試 2022年1月15日（土）

一般入試 2022年2月  1日（火）

高等学校等就学支援金（返金不要の授業
料支援）制度改正により、2020年度より私
立高校授業料実質無償化が始まりました。
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とことん打ち込める

自分の　　　を
広げられる

ほっとできる
　　　　 がある

松徳だから

SHOTOKU  ONE AND ONLY

「自分らしい」学校生活は人それぞれ。

松徳学院には、今の自分と向き合い、

未来を目指す環境が整っています。

たとえ、今はまだ夢や目標がなくても大丈夫。

松徳で、あなたの未来をみつけましょう。

　　  を
深められる
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S HO T OK U  ONE A ND ONLY

松徳学院は

キリスト教精神に基づいた

「人間教育」と「国際教育」を

目指します。

ユネスコスクール
加盟に向けての取組み

SDGs

1

松徳

松徳学院は、世界にネットワークを持つユネス
コスクール加盟に向けて、人類共通の課題に取
り組み始めました。この取り組みは、持続可能な
開発目標（SDGs）を達成することを目的として
おり、松徳学院では「水」をテーマとして課題研
究に取り組んでいます。

メッセージは
HPでも配信中

ベスト・
シャツ・リボン

スカート

ブレザー・
シャツ・リボン

スカート

ボタン

Summer Winter

進路4 松徳

ICT3 松徳

松徳学院では、生徒たちが主体的に学び続け
る力を養うため、一人一台iPadを導入します。
デジタル教材やアプリ等を活用した学習によっ
て、新しい教育の力を各教科で実践します。

充実の指定校推薦枠
指定校推薦とは、大学が指定した特定の高校
を対象とした推薦入試です。 松徳学院は多様
な進路先から、指定校として認められています。

2

英語検定合格者

準1級 2名 / 2級 3名
準2級 13名 / 3級 22名 （2020年度）

英会話や英検指導の充実
英会話の授業で
コミュニケーション力を育成

英語 松徳

2020年度の指定校推薦枠
（主なもの／順不同）

制服
School

Uniform

▼主な四年制大学
上智大学、中央大学、聖心女子大学、白百合女子
大学、清泉女子大学、日本歯科大学、愛知工業大
学、南山大学、日本福祉大学、桃山学院大学、神
戸学院大学、ノートルダム清心女子大学、広島修
道大学、広島文教大学

▼主な短期大学
新見公立短大、上智短大、大阪健康福祉短大、川
崎医療短大、鳥取短大、西南女学院大学短大部

▼主な専門学校
松江総合医療専門学校、松江総合ビジネスカ
レッジ、出雲医療看護専門学校、島根リハビリ
テーション学院

2022年度入学生より
iPadを導入します

校長・理事長

梶田めぐみ

4



S HO T OK U  ONE A ND ONLY

松徳学院は

キリスト教精神に基づいた

「人間教育」と「国際教育」を

目指します。

ユネスコスクール
加盟に向けての取組み

SDGs

1

松徳

松徳学院は、世界にネットワークを持つユネス
コスクール加盟に向けて、人類共通の課題に取
り組み始めました。この取り組みは、持続可能な
開発目標（SDGs）を達成することを目的として
おり、松徳学院では「水」をテーマとして課題研
究に取り組んでいます。

メッセージは
HPでも配信中

ベスト・
シャツ・リボン

スカート

ブレザー・
シャツ・リボン

スカート

ボタン

Summer Winter

進路4 松徳

ICT3 松徳

松徳学院では、生徒たちが主体的に学び続け
る力を養うため、一人一台iPadを導入します。
デジタル教材やアプリ等を活用した学習によっ
て、新しい教育の力を各教科で実践します。

充実の指定校推薦枠
指定校推薦とは、大学が指定した特定の高校
を対象とした推薦入試です。 松徳学院は多様
な進路先から、指定校として認められています。

2

英語検定合格者

準1級 2名 / 2級 3名
準2級 13名 / 3級 22名 （2020年度）

英会話や英検指導の充実
英会話の授業で
コミュニケーション力を育成

英語 松徳

2020年度の指定校推薦枠
（主なもの／順不同）

制服
School

Uniform

▼主な四年制大学
上智大学、中央大学、聖心女子大学、白百合女子
大学、清泉女子大学、日本歯科大学、愛知工業大
学、南山大学、日本福祉大学、桃山学院大学、神
戸学院大学、ノートルダム清心女子大学、広島修
道大学、広島文教大学

▼主な短期大学
新見公立短大、上智短大、大阪健康福祉短大、川
崎医療短大、鳥取短大、西南女学院大学短大部

▼主な専門学校
松江総合医療専門学校、松江総合ビジネスカ
レッジ、出雲医療看護専門学校、島根リハビリ
テーション学院

2022年度入学生より
iPadを導入します

校長・理事長

梶田めぐみ

5



アドバンスコース  担任
武田直徒

目の前にあることを
全力で！
詳細な学力分析・個別相談
などで徹底的にサポート
を行っています。

今やるべきことを
精一杯やりきる
予習・復習をして、毎日の授
業で分からない所を作らな
いように頑張っています。

アドバンスコース  2年

（松江四中出身）
遠藤愛心

国公立大学 島根大学（総合理工）、鳥取大学（農・獣医）、
島根県立大学（人間文化・保育）

私立大学

合格実績（令和2年度）

英語

受験に対応できる
学力を身につけます。

進路

豊富な授業時間数で、多くの
実践演習問題などに取り組み
受験に備えます。 また、リスニ
ングへの対応も強化し、 英検
2級取得を目標としています。

数学

基礎から応用問題まで、
豊富な授業時間数を利用
してじっくり指導します。
志望学部に応じた個別指
導も充実しています。

今川 拓海
活躍する卒業生

先生と生徒の
距離が近く、親身に
相談にのって
くださいました。

令和2年度アドバンスコース卒業
島根大学在学中（松徳学院中出身）

1年から進学を目指し

国公立大学や難関私立大学への

現役合格を目指すコース

国公立または難関私立大学への進学を中心に多彩な進
路目標を目指すコースです。 大学入学共通テストから各
大学の個別試験まで対応できるカリキュラムを用意し、
英語、国語、数学を中心として受験学力を身につけます。

メッセージは
HPでも配信中

アドバンス

Advance Course

コース

A
dvance  C

ourse

上智大学、立教大学、東海大学、立命館大
学、関西大学、関西学院大学、龍谷大学、
甲南大学、就実大学、広島国際大学、広島
文教大学

自習室を利用し、放課後等に自主的に
学びを深める環境も整っています。

個別指導

個人面談

週39時間授業

補習授業

充実のサポート体制

S HO T OK U  ONE A ND ONLY

Message

メッセージは
HPでも配信中
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合格実績（令和2年度）

就職 角蒲鉾

私立大学

短期大学 大阪健康福祉短大、美作短大、鳥取短大

専門学校
京都医健専門学校、神戸電子専門学校、松江総合医療専門学校、松
江総合ビジネスカレッジ、松江栄養調理専門学校、松江理容美容専
門学校、出雲医療専門学校、島根県立東部高等技術校

中京大学、京都ノートルダム女子大学、龍谷大学、関西外国語大学、岡山
理科大学、広島修道大学、福岡大学

就職
4.6%

私立大

28 %

短大
9.3%

専門学校
58.1%

G
lobal C

ourse

いろんなことに興味があり

進路をじっくり決めたい人へ

進学から就職まで、幅広い選択。

基礎学力を重視した「学び直し学習」により、小・中学
校の学力の定着を図り、高等学校の学習へのスムーズ
な移行を目指します。弱点を克服し、得意分野をより一
層伸ばせるよう、積極的に個別指導や教育相談を行っ
ています。また、国語力育成のため、昨年度より日本語
検定を導入しました。国語表現の授業で指導します。

グローバル

Global Course

コース

グローバルコースは、2年から進路を選択します。

多様な分野へ進学・就職しています。

進路

グローバルコース  担任
平岡一葉

教師になって
生徒に恩返し
勉強に対して苦手意識
のあった学生時代、松
徳の丁寧な授業で意
識が向上しました。

充実した高校生活
苦手な勉強と部活動を
一生懸命頑張りたいと思
い松徳に入学しました。

グローバルコース  2年

（松江二中出身）
熊谷奈旺

1 年次 2年次・3年次

スタンダードクラス
将来の進学に備えた学力を身につける

じっくりクラス
英語、数学、国語の基礎をじっくりレベルアップ

英語 国語

数学 国語英語

私立大・短大・医療系クラス
英語、国語、地歴の文系3教科を重点的に学習

※ 理系進学の場合、数学・物理の授業を選択できます。

専門学校、就職系クラス
進学・就職どちらにも進める学習内容

選
択

S HO T OK U  ONE A ND ONLY

Message

メッセージは
HPでも配信中
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S HO T OK U  ONE A ND ONLY

Message

メッセージは
HPでも配信中

9



School Life

佐野 大地
平成30年度
グローバルコース卒業
東海大学在学中
（松徳学院中出身）

くわしい内容は
HPでも配信中

運動部

くわしい内容は
HPでも配信中

文化部

バスケットボール部（男・女） 卓球部（男・女） テニス部（男・女） バドミントン（男・女）

2020年度おもな成
績 活躍する卒業生

●バドミントン部（男子）
島根県新人大会 団体 優勝
シングルス1位・ダブルス1位
全国高等学校選抜中国地区予選
シングルス ベスト8

●バドミントン部（女子）
島根県選手権大会  シングルス1位
島根県新人大会  シングルス1位

●バスケットボール部（女子）
全国高等学校バスケットボール
選手権大会（ウィンターカップ）出場
第55回島根県新人大会 優勝
（2年連続2回目）
中国新人大会 3位

●卓球部（男子）
島根県新人大会 
団体2位・シングルス3位　
中国選抜大会  団体４位

●卓球部（女子）
島根県新人大会  団体2位

●テニス部
島根県新人大会 
女子シングルス ベスト8

●茶道部
茶道三斎流免許状取得　

●美術部
第21回植田正治写真美術館
フォトコンテスト入選

部活 年間行事
4 入学式、遠足

5 祝福ミサ

6 県高校総体

7
球技大会 
学校見学ツアー
（グローバル）

8 インターハイ　
松徳祭・体育祭

9 SDGｓ活動

10
アドバンス
研修旅行
（アドバンス）

11 追悼ミサ
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おかげで
部活も勉強も
やりきることが
できました
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●クライミング同好会
●ボランティア（SVC）

●ロックバンド
●カトリック研究会
●華道（生け花）

●吹奏楽
●美術
●書道

勉強も部活も両立してがんばる！  
運動系・文化系ともに活発です。

茶道部 ジャガイモ研究会 邦楽部 SDGs研究会 合唱部 英語部

メッセージは
HPでも配信中
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School Life
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松徳学院高等学校
松徳学院高等学校

SHOTOKU 
ONE AND ONLY

目指す未 来は十人十 色。

自分のスタイルは自分で決める。

〒690-0015  松江市上乃木1丁目14-51　
TEL.0852-21-5478　FAX.0852-21-1350
E-mail: info@shotoku-h.ed.jp

https://www.shotoku-h.ed.jp/

奨 学 制 度

入 試 情 報

※本校独自の奨学制度です。S特奨はさらに入学金・施設設備充実費を免除します。

松徳奨学制度 学年学業奨励制度 松徳育英奨学制度

私立高校授業料
実質無償化がスタート！

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm
詳しくは文部科学省のホームページをご覧ください。

日々の情報はSNSをチェック！

Twitter Facebook Instagram

@shotoku_gakuin @shotokugakuin @shotoku_gakuin

学業成績や部活動で優れた
人に月額5,000円～20,000
円を支給する制度です。

特別奨学生でない人のうち
年間の学業優秀者に年間
30,000円を支給します。

入学後、経済的理由で就学
困難な人を援助するために
支給します。

（D特奨~S特奨）※

入試日程 生徒・保護者対象説明会等日程

7月30日 （金） 夏の体験学習① 10：00～
7月31日 （土） 夏の体験学習② 10：00～
10月2日 （土） 部活動体験 14：00～
11月13日 （土） 入試説明会①体験型 10：00～
11月20日 （土） 入試説明会② 14：00～
12月4日 （土） 入試説明会③ 14：00～
12月18日 （土） 入試説明会④ 14：00～
※実施日は変更になる可能性がございます。
　最新の情報はHPでご確認ください。

自己アピール
入　　試 2022年1月15日（土）

推薦入試 2022年1月15日（土）

一般入試 2022年2月  1日（火）

高等学校等就学支援金（返金不要の授業
料支援）制度改正により、2020年度より私
立高校授業料実質無償化が始まりました。


