
松徳学院高等学校
〒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。

（C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 （土） 夏の体験入学① 10:00~
7月31日 （日） 夏の体験入学② 10:00~
9月17日 （土） 秋の体験入学① 14:00~
10月 8日 （土） 秋の体験入学② 10:00~
11月 5日 （土） 入試説明会① 10:00~
11月12日 （土） 入試説明会② 14:00~
11月19日 （土） 入試説明会③ 10:00~
12月10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 2023年1月14日（土）

推薦入試 2023年1月14日（土）

一般入試 2023年2月1日（水）

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。

松徳学院高等学校

目
指
す
未
来
は
十
人
十
色
。

自
分
の
ス
タ
イ
ル
は
自
分
で
決
め
る
。

Yes, I’ll do it!

S H O T O K U G A K U I N  H I G H S C H O O L



Yes, I’ll do it!
松徳学院では、多様な目標をもつ仲間が待っています。

今しかないこの時に何を思い、どう過ごすのか尋ねました。

三島 遥花
①国語です。
②本が好きなので図書室です。
③友達と楽しく学校生活を送
りたいと思っています。

吉浦 結菜
①英語です。
②開放感があるのでホールが好きです。
③英検準2級合格を目指しています。

和田 理央
①英語と体育です。
②落ち着くから音楽室です。
③入りたい大学に合格するために
勉強頑張りたいです。

松本 翔空
①体育です。
②友達といる教室です。
③勉強や部活動両方がんばり
たいです。

黒川 真哉
①体育です。
②体育館です。
③バドミントンでインターハイ
優勝目指しています！

鈴木 雄登
①英語です。
②部活動で使用するテニス
コートですね。
③勉強と部活動どちらも頑張
りたいです。

岡田 陽向
①化学と美術です。
②やっぱり自分のクラスです。
③「やりたいことを見つける‼」ということ。

上原 大芽
①体育と数学です。
②教室は落ち着きます。だけど体育
館が好きです。たくさんの人が全力
で部活をしているところだから。
③毎日しっかりあいさつをしたい。

坂本 晴貴
①体育です。
②図書館です。
③いろいろな知識を身につけ
たいと思っています。

森山 香雪
①国語です。
②安心するので教室です。
③勉強をして、色々英語で話せる
ようになりたい‼

①好きな教科は？　

②学校でおすすめの場所は？　

③3年間でやり遂げたいことは？

Q ue s t ionS HO T OKUG A KUI N  H IGH S C HO OL
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Education

2021年度 英語検定合格者
準1級 1名/2級 3名/準2級 17名/3級 20名

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。

英語
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

ICT
iPadを使用した授業

大学が指定する特定の高校を対象とした
指定校推薦入試。 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。

SDGs
ユネスコスクール
加盟に向けての取組み

進路
充実の指定校推薦枠

「多様性の尊重」「命の尊厳」を学校理念と
し、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。「水」をテーマとした課題
研究などを通し、「平和と公正をもたらす次
世代の担い手を育む」ことを目指します。

2022年度の主な指定校推薦枠（順不同）

校長・理事長

梶田めぐみ

ブレザー・
シャツ・リボン

ベスト・
シャツ・リボン スカート スカート ボタン

四年制大学
上智大学、中央大学、聖心女子大学、清泉女子大学、白百合
女子大学、南山大学、日本歯科大学、愛知工業大学、桃山
学院大学、神戸国際大学、阪南大学、ノートルダム清心女
子大学、広島修道大学、広島文教大学、広島工業大学
短期大学
上智大学短期大学部、関西女子短期大学、鳥取短期大学、
川崎医療短期大学、大坂健康福祉短期大学
専門学校
松江総合ビジネスカレッジ、松江総合医療専門学校、出雲
医療看護専門学校、リハビリテーションカレッジ島根、鳥
取医療看護専門学校、ＹＭＣＡ米子医療福祉専門学校

Summer

Winter

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。

松徳学院の学び

女子はスラックスも、選べるようになりました！

制服

松徳の

新しい学びの

カタチ

2023年度から松徳メソッドがスタート！
「自由に選べる  自由に学べる  自由な未来」
「個別最適な学び」を充実させるために、授業時数の大胆な削減や週5日制を導入。主体的に活動できる、
学力アップのための講座、文化教養講座、部活動など、自分で選んで受けることができるようになります。
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メッセージは他にも
HPで配信中

メッセージは他にも
HPで配信中

国公立大学

私立大学

進学実績（令和3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。

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。 上智大学、中央大学、日本大学、帝京大
学、立命館大学、追手門学院大学、日本歯
科大学、鳥取看護大学、広島文教大学、松
山大学

山口大学(経済)、九州工業大学(情報工)、
島根大学(教育)、島根大学(人間科学)、島
根大学(法文)、島根大学(総合理工)

短期大学 関西外国語大学
専門学校 出雲医療看護専門学校

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   ●特別講座
充実のサポート体制

入学に向けてメッセージ

Advance

Advance  Course

アドバンスコース

1 年から進学を目指し

国公立大学や難関私立大学への

現役合格を目指す少人数指導コース

高橋 和彦
アドバンスコース  担任

クラス目標は
Breakthrough
きめ細やかな個別指導など
で、それぞれにあったそれぞ
れの飛躍を全力でサポートし
ます。

先生との距離が近く、分から
ないところがすぐに聞けた
り、個人面談が定期的にある
ので悩みや不安などはすぐに
解消できます。先生方の力を
お借りしながら、自分の目標
に向かって学んでいます。

英語力に磨きをかけ、友人と
切磋琢磨し合いながら自身を
高めていくことの大切さを学
びました。

髙橋　楓
アドバンスコース 2年

野口 明日香
上智大学 1年

（令和3年度アドバンスコース卒業）
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メッセージは他にも
HPで配信中

私立大学
清泉女子大学、近畿大学、大坂経済法科大学、神戸女学院大学、広島修道大
学、ノートルダム清心女子大学、就実大学、天理大学、京都ノートルダム女子
大学、関西国際大学、神戸国際大学、大阪学院大学、広島工業大学、広島国際
大学、吉備国際大学、倉敷芸術科学大学

短期大学 広島文化学園短期大学、大阪健康福祉短期大学

専門学校

松江総合医療専門学校、YMCA米子医療福祉専門学校、松江総合ビジネス
カレッジ、島根県歯科技術専門学校、出雲医療看護専門学校、松江栄養調
理製菓専門学校、松江理容美容専門大学校、岡山済生会看護専門学校、穴
吹デザイン専門学校、広島酔心調理製菓専門学校

就職 株式会社長楽園、株式会社オーエム機械、山陰製袋工業株式会社、株式会社
ふくしま、社会福祉法人太陽とみどりの里

公立大 2%

私立大

31%

就職

16%

短大
6%

専門学校

45%

将来の進学に備えた
学力を身につける

スタンダードクラス

英語、数学、国語の基礎を
じっくりレベルアップ

じっくりクラス
英語 国語 数学 国語英語

進学実績（令和3年度）

グローバルコースは
2年から進路を選択します。

進路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。

入学に向けてメッセージ

Global 
グローバルコース

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。

廣江 晴輝
グローバルコース  担任

綿密なフォローで
勉強への不安をなくす
中学校の学習内容を復習しながら
高校の学習に取り組むことができる
ため、勉強に不安があっても安心で
す。また、部活動や生徒会活動にも
しっかり取り組むことができます。

1人1人の個性が豊かで自
分が将来何になりたい
か、じっくり考えることが
できます。そして部活動と
勉強の両立ができ、将来
必要な力を見つけること
ができます。間宮 貫太

グローバルコース 2年

1 年次

英語、国語、地歴の
文系3教科を重点的に学習

私立大・短大・医療系
クラス

2年次・3年次

進学・就職どちらにも
進める学習内容

専門学校、就職系
クラス

Global Course
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活躍している卒業生

バスケットボール部（男・女） 合唱部 邦楽部

美術部 茶道部 書道部

ジャガイモ研究会 SDGs研究会

英語部卓球部（男・女）

テニス部（男・女） バドミントン部（男・女）

文化部運動部

柏井 望々華
グローバルコース
R3年度卒業生

倉敷芸術科学大学  
生命科学部健康科学科

バスケットボール部の部活動では熱心な

指導をしていただき、目標の全国大会に行

けて嬉しかったです。勉強でも分からない

事を丁寧に教えてくださり、部活との両立

が安心して出来ました。

その他の部活動

●サッカー（男・女） ●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 ●書道

部活動の主な成績（2021年度）

●卓球部（男子）／インターハイ男子団体ベスト16、中国選抜大会団体2位、全日本選手権大会（ジュ
ニアの部）出場●卓球部（女子）／島根県高校総体団体2位、全日本選手権大会（ジュニアの部）出場
●SDGs／古着再生活動、山居川清掃活動●バスケ部（女子）／島根県高校総体優勝、新潟インター
ハイ出場2回戦、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2回戦●合唱部
／サマーコンサート、松徳祭発表、スプリングコンサート●美術部／第22回植田正治写真美術館
フォトコンテスト「ピクトリコ賞」「入選」●茶道部／茶道三斎流免許状取得●バドミントン部（男子）
／島根県高校総体団体優勝（4年連続4回目）シングルス優勝･ダブルス優勝、中国選抜団体第3位、
インターハイ・全国選抜出場●バドミントン部（女子）／島根県選手権大会シングルス優勝、島根県
新人大会シングルス優勝●テニス部／島根県高校総体女子団体ベスト8、女子シングルスベスト8

部
活
動

運
動
系
・
文
化
系
と
も
に
活
発
で

勉
強
、
部
活
の
両
立
を
目
指
し
て
い
ま
す

入学式、遠足

4 APR

祝福ミサ

5 MAY

県高校総体

6 JUN

球技大会 
学校見学ツアー
（グローバル）

7 JUL

インターハイ　
松徳祭・体育祭

8 AUG

SDGs活動

9 SEP

研修旅行
（アドバンス）

10 OCT

追悼ミサ

11 NOV

球技大会　
クリスマスミサ

12 DEC

生徒会長選挙

1 JAN

SDGs
ポスターセッション

2 FEB

卒業式

3 MAR

Club Activities

年間行事

詳しい内容は
HPでも配信中

運動部

文化部
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松徳学院高等学校
〒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。

（C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 （土） 夏の体験入学① 10:00~
7月31日 （日） 夏の体験入学② 10:00~
9月17日 （土） 秋の体験入学① 14:00~
10月 8日 （土） 秋の体験入学② 10:00~
11月 5日 （土） 入試説明会① 10:00~
11月12日 （土） 入試説明会② 14:00~
11月19日 （土） 入試説明会③ 10:00~
12月10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 2023年1月14日（土）

推薦入試 2023年1月14日（土）

一般入試 2023年2月1日（水）

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。

松徳学院高等学校

目
指
す
未
来
は
十
人
十
色
。

自
分
の
ス
タ
イ
ル
は
自
分
で
決
め
る
。

Yes, I’ll do it!

S H O T O K U G A K U I N  H I G H S C H O O L


