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を開設
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明治 7 年（1874 年） 学制発布により欽明路支校と改称
大正 2 年（1913 年） 大正学校を設立

呉港高等学校

大正 6 年（1917 年） 呉市今西通に学校を移転、大正中等学校と改称

検索

大正 15 年
（1926 年） 文部省認可財団法人

私立大正中学校と改称

昭和 2 年（1927 年） 呉市下長ノ木町に移転
昭和 8 年（1933 年） 呉港中学校と改称
昭和 9 年（1934 年） 全国中等学校野球選手権大会（夏の甲子園大会）で優勝
昭和 20 年
（1945 年） 空襲により校舎を焼失、広町町田の仮校舎で終戦後の授業を再開
昭和 23 年
（1948 年） 新制度による呉港高等学校設置
昭和 26 年
（1951 年） 学校法人呉港学園と組織変更
昭和 33 年
（1958 年） 工業科（機械課程）設置
昭和 37 年
（1962 年） 電気科設置
昭和 41 年
（1966 年） 呉市広町大新開に移転
●JR 広駅から徒歩 5 分、通学に便利な環境
呉武田学園呉港高等学校は、JR 呉線広駅からすぐ。船やバスを
利用しての通学にも便利な、恵まれた環境にあります。
●呉中心街から自転車で約 30 分の平地
自転車でも来やすい広中央部の平地に位置しているため、
呉市内をはじめ近隣地域からの自転車通学者も多くいます。

昭和 45 年
（1970 年） 学校法人呉武田学園に改称
平成 18 年
（2006 年） 『呉武田学園史』完成
平成 19 年
（2007 年） 呉武田学園

歴史展示室オープン

平成 25 年
（2013 年） 普通科特進コースを共学化
平成 26 年
（2014 年） 体育館新築
平成 27 年
（2015 年） 普通科進学コースを共学化

Access to GOKO

電車、バス、船、自転車で、毎日の通学も安心な恵まれた環境

呉武田学園

呉港高等学校

この決断が未来を変える。

ゆるぎない学力を養成する
普通科、機械科、電気情報科を設置し、一人ひとりの興味や適性、学力に合わせたカリキュラムと指導によって
何のために学ぶのかをしっかりととらえ、学ぶ楽しさと手ごたえを一つひとつ積み重ねていきます。
3 年間で仕上げるゆるぎない学力が、未来を拓く鍵になります。
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私の未来をつかむ
高校生活の 3 年間は、人格を形成する大切な時期。
進むべき道を決める、重要な時期でもあります。
呉港では、学習、資格取得、技術習得、課外授業、クラブ活動など
独自のカリキュラムと指導で幅広い知識を身に付け、
学校生活や多彩な行事を通じて
何事にも前向きに挑戦するやる気と自信を育みます。
3 年間の全力サポートで、
一人ひとりを夢への軌道に導き、未来を拓きます。

呉港は普通科と、機械科、電気情報科を併設し、生徒一人ひとりがさまざまな目標を持っています。
そんな多様なニーズに応え目標を実現するために、

「

を実践しています。

」は雛鳥が外に出ようとして内側から殻をたたくこと、
「

kure Takeda Gakuen Goko High School 2016

c

」は親鳥が外側から殻をたたくこと。

親鳥がタイミングを誤ると、雛鳥の命が危険にさらされます。
学びも、子どもたちの状況や心の段階に合わせたタイミングのよい指導があってこそ成り立ちます。
生徒たちの学ぼうとする意欲を見逃さず、必要な時に必要な手助けをすることが大切です。

一度決めたことは妥協をせず、できるまでやりきる。
できたら認めて、次のステップへ導く。生徒と教員が共に学びを育てていく。
それが呉港高校の学びのあり方です。
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普通科

男女共学 少人数制授業 奨学金制度あり

国公立大学と難関私立大学への進学を狙うコース。1 年次から大学受験に
的を絞って特別カリキュラムを組みます。知的好奇心を高め、深く掘り下げて
考える姿勢を育てます。

一人ひとりに目が行き届く少人数制

学習の理解を深め精度を高める 年間
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特進コース

GoKo High School 2016

curriculum
1 年次
志望校や目標とする職業を定め、自分のために
学ぶ意識づけを行います。夢の実現に必要なス
テップを着実にクリアしていきます。
●学問分野セミナーの実施
●大学入試セミナーの実施

2 年次
文系、理系コースを選択。個々の志望と学力を
照らし合わせ、つまづきがあれば振り返り、全
体的なレベルアップを図ります。
●学問分野セミナーの実施（希望者対象）
●大学入試セミナーの実施

3 年次
模試結果や前年度の成績といったデータを分析、
第一志望合格に向けて弱点を強化。強力にバック
アップします。
●大学入試セミナーの実施

学問分野セミナーの実施

PICK

普通科 特進コース1年

大学受験に的を絞った
特別カリキュラムで
国公立・難関私立への
合格を実現

德野 航輝〈白岳中学校出身〉

家が近いので呉港のことはよく知っていたし、呉港に入学した先輩から「勉強が楽し
くなった」と聞いて興味を持っていました。実際に授業を受けてみるととても分かり
やすく、クラスのみんなが「もっと学びたい！」という姿勢なので勉強を思い切りで
きます。少人数制で質問しやすい環境もうれしいです。これまで英語が苦手でしたが、

目標達成を
実現する
集中学習

グローバル
スタディ
とは

呉港に入って英語の勉強が楽しくなりました。英検 2 級に挑戦します！

成功体験の積み重ねで無理なく目標に到達
頑張り続けられる 前向き な人間を目指す

本校の特進コースに
入っていかがですか？

GK

檜垣 好秀（特進コース 3 年生担任）

V oice

特進コースは国公立大学や難関私立大学に挑戦す
るクラスです。宿題も多くあり、学習内容の難易

やや満足

19％
満足

81％

本校の特進コースは
第 1 志望でしたか？

いいえ

52％

はい

48％

「特進コース」の生徒全員が、学校生

度、生徒に求める成績のレベルはとても高いもの

活に満足していると回答しています。

です。高い目標に向かってやる気を持ち続けるに

学校生活を楽しみ、成績が伸びた実感

は、スモールステップが大事。細かく具体的な目

を持ち、充実した毎日を送っています。

標を設定し成功体験を積み重ねることで、いずれ

※特進コース 1 年生にアンケートを実施
（平成 27 年2月）

は目標に到達することができます。この経験に

やや不満・不満 0％

特進コースでの学校生活は
楽しいですか？

いいえ

5％

よって、社会に出た時にも自ら目標を持って前進
できる「前向き」な姿勢を定着させます。

はい

95％
03
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1 日７、8 時間の授業、朝の確認テスト、放課後・土曜日の補習授業、長期休暇中の
勉強特訓など、目標に照準を合わせて学習に集中できる環境を用意。学習習慣を定
着させ、実力レベルを引き上げます。

特進コースのためのオリジナルカリキュラ
ム。自然科学分野、社会科学分野、語学分野
を横断的に学ぶため、社会・理科・英語科の
教員が指導にあたります。国際問題、時事問
題などを題材にし、幅広い視野を持って自分
の意見を構築する「思考力」
、それを発信す
る「表現力」を育成します。

大学・短期大学・専門学校等の講師から各学問
分野についての話を聞き、生徒の興味関心を高
めます。１年生は２年次以降のコース選択に、
２年生は３年次の進路選択に向けて、各自の進
路を探求する機会となっています。
※「大学入試セミナーの実施」については、進学実績のページ
（Ｐ09）を参照。

宮島で外国人観光客に
英語でインタビュー

JICA（国際協力機構）
での見学課外授業

呉港高等学校奨学金制度
■特進コースに在籍し、学業優秀にして心身ともに健康な生徒に対して、学園から授業料に相当する額
の奨学金が給付されます。
■奨学金受給者は入学金が免除となります。
■国や県の授業料軽減制度と併用することにより、授業料・諸経費を払ってもなお手元に支給金が残る
場合もあります。
※保護者の市町村民税所得割額により、授業料軽減の額が変わります。
※市町村民税所得割額が基準額以上の場合、就学支援金等の補助はありません。（公立高校も同様です。）
※詳しくは本校 HP をご覧いただくか、本校事務室までお問い合わせください。
※下記の内容は平成 27 年度のものです。平成 28 年度には変更される場合があります。

仲間がいるから頑張れる
ここで学んだことを伝えたい

特進コースに入って
成績が伸びたという実感が
ありますか？

普通科 特進コース 3 年 髙見

麻未奈〈吉浦中学校出身〉

ブラスバンド部の活動もあり、
「睡眠時間が足りない！」

ない

と思うほど忙しい毎日。それでも頑張ることができるの

32％

は仲間がいるからです。将来は教師になり、仲間の大切

ある

68％

さと一生懸命に頑張ると夢に近づけるということを伝え
たいです。
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普通科

進学コース

GoKo High School 2016

特進コースへ変更可

〈1 年の 2 学期と 2 年進級時〉

学業とクラブ活動との両立を支援し、幅広い進路希望に応えるコース。
基礎からしっかり学び、第一志望校合格までの学力を育てます。

curriculum

学習とクラブ活動の両立をサポート
〝やればできる〟の連続で夢に近づく

1 年次
高校での学習に積極的に取り組めるように、中
学校の学習内容に立ち返るなど、生徒のやる気
を引き起こしながら基礎学力を育てます。
●学問分野セミナーの実施

2 年次
個々の進路希望と適性に応じて、文系、理系コー
スを選択。個々のレベルに応じた授業を展開し、
個別指導できめ細かくサポートします。
●学問分野セミナーの実施（希望者）
●大学入試セミナーの実施

3 年次
一人ひとりの進路希望に対応した授業を行いま
す。特に、クラブ引退後は第一志望合格に向け
て強力にバックアップします。
●大学入試セミナーの実施

平成 27

年度

男女
共学

PICK

タート

全力でクラブ活動に
打ち込みながら
大学進学希望を
叶えるコース

ス

普通科 進学コース 1 年 坂井

美桜〈川尻中学校出身〉

「男女共学になって勉強しやすい」とオープンスクールで聞き、呉港を選びました。
友達がたくさんでき、居心地もいいです。高校は義務教育ではありませんが、先生方
があえて厳しく指導してくださっていることを感じ、感謝しています。なぜなら、自
分の甘さに気付き、ここでの経験が社会で役に立つと確信できるからです。目標は高
校から始めたバドミントンで試合に出ること、勉強に励んで幼稚園教諭になること。

国公立大学、
難関大学に
合格者を輩出

クラブ活動の
時間も確保

２つの目標に近づいていることがうれしいです。

生徒一人ひとりに手帳…
学習の見える化

細やかな対話で一人ひとりの夢を鮮明に
気持ちを上手に切り替えて夢を実現
米今邦彦（進学コース 1年生担任）
進学コースは勉強とクラブ活動を両立できるコース。

UP

POINT

平成24 年度には県立広島大学、昨年度は山口大学へと合格者を輩出。同等の偏
差値の私立大学にも合格実績を生み出しています。効率的な学習計画が効果を
発揮し、年々学力の向上が見られます。

クラブ活動に全力で打ち込めるよう
に、特進コースに比べて毎日の授業
時間を１、２時間カット。補習なども
クラブ練習の時間と調整して実施し
ます。クラブ引退後の学習支援で進
学希望もバックアップします。

普通科 進学コース3 年 石川

勉強とバレーボール部の活動の両立は大変ですが、クラ
スマッチや体育祭などのイベントはとことん楽しむとい
う、メリハリのある学校生活で気持ちを切り替えて頑張
ることができました。目指す大学も決めました。あとは
やるのみ！です。

3 年生で大学進学を決めた遅めの出発
先生方の全力サポートで国立大学に合格！
山口大学 工学部 合格

自分が何をしたいのかがはっきりと分かっている生徒

藤井 大樹（平成２６年度 普通科進学コース卒業／高美が丘中学校出身）

が多く、爽やかな笑顔があふれています。3年の夏、ク

正直なところ、高校１、2年生は勉強に身が入っていなかった私。
「一般入試

ラブ活動が終わって受験勉強が本格化してくると、気

を受験して大学へ進学する」と一念発起したのは 3 年生のときでした。受験

持ちを切り替えて学習に集中。大学進学の夢に着実に
近づいています。生徒一人ひとり、目指すゴールは異

生徒一人ひとりに手帳を配布。日々のスケジュールや

には遅めの出発でしたが、担任の先生をはじめとする周りの方からのアドバ

なります。日ごろの面接や 2 泊 3 日の進路セミナーだけ

家庭での勉強時間を書き込み、
週1回提出。教員がチェッ

イスを受けながら猛勉強。放課後や休日を使った補習もありました。先生方

でなく、休憩時間や移動時などにも対話する機会をと

クしています。
「もっと頑張ろう」
「頑張ったから大丈夫」

は私の思いに寄り添って、丁寧に全力で指導をしてくださいました。おかげ

らえ、一人ひとりの夢を顕在化させています。

と、自分への刺激と自信になります。この取り組みが

で、国立大学へと進学することができました。先生方に感謝するとともに、

話題となり、マスコミでも取り上げられました。

呉港の進学コースに入って本当によかったと思っています。

（特進コースでも同様の取り組みを行っています。）
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達也〈横路中学校出身〉
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機械科

翔希〈宮原中学校出身〉

小さなころから手を動かしてモノを作るのが好きで、また呉港は就職率100％と聞いたので迷わず機械科を選
びました。授業では実習が多く、自分が加工したものが形になると達成感があります。将来は、呉が世界に誇
る会社で航空機のジェットエンジンのシャフトを作ってみたいです。2 年生の時には、この会社の企業実習に
参加できました。夢を実現するために、資格取得も積極的に取り組んでいます。

少人数グループでの体験学習を多く導入し、企
業の現場で長年活躍したベテラン講師陣が指導
します。 ものづくり を通して、その楽しさ
やチャレンジ精神、創造力を追求。

1 年次

●情報技術基礎 / 工業技術基礎 / 製図

2 年次

●実習 / 製図 / 工業数理基礎 / 機械工作 /

3 年次

●実習 / 製図 / 生産システム技術 /

※電気情報科と学ぶ内容は同じ

機械設計 / 原動機

機械工作 / 機械設計 / 原動機 /
課題研究

加賀

英雄

資格取得は自分が頑張った成果であり、目標に向かっ
てひたむきに頑張った前向きな気持ちが自信につなが
ります。また、課題研究での挑戦や失敗は壁にぶちあ
たった時に乗り越える力になり、創造力も生み出しま
す。呉港が目指すのは、ものづくりを通した人づくり。
その道のプロになれる強い力を育みます。

機械科への変更可＜2 年進級時＞

電気情報科 3 年

●電気工事士とは

働く上で身につけておきたい、または必要とされる技能の習得レベルを評価する

住宅、工場、ビル等の電気設備について、電気工事の欠陥による災害の発生を防

国家検定制度。確かな技能の証として各職場で高く評価されている資格です。検

止することを目的に法令で定められた資格。あらゆる電気工事で欠かせない資格

定に合格すると合格証書が交付され、
「技能士」と名乗ることができます。

です。第二種電気工事士は一般住宅や店舗などの600v以下で受電する設備の工事

curriculum
現代の産業や生活に欠かせない電気技術の基礎
を学び、企業での実務に活用できる人材を育成。
また、コンピュータの活用、制御およびネット
ワークに関する知識と技術も習得。

1 年次

●情報技術基礎 / 工業技術基礎 / 製図

2 年次

●実習 / 製図 / 電気機器 / 電力技術 /

3 年次

●実習 / 製図 / 電力技術 / 電子技術 /

河内

岡本 拓己〈竹原中学校出身〉

呉港を選んだのは、就職に有利と聞いたからです。入学した時、 決めたことはやりきる という呉港の教え
に沿って、勉強と野球を頑張ると心に決めました。そして、この 3 年間で、失敗しても落ち込むのではなく「もっ
と頑張ろう」という前向きな気持ちに変換できる強い精神力を身に付けることができました。そんな呉港に入
学できたのも、野球を続けられたのも親のおかげ。就職をして親孝行がしたいです。

資格取得数は県・全国トップクラスで就職率 100％を保持！
●技能検定とは

進学希望者には 2 年次より「進学コース」を設置

電気と情報の基礎を学び現場の
即戦力となる人材を育成

機械科 3 年 木村

電気情報科

curriculum

進学希望者には 2 年次より「進学コース」を設置

基礎基本から最先端までを習得
〝ものづくり〟のスペシャリストに

電気情報科への変更可＜2 年進級時＞

GoKo High School 2016

※機械科と学ぶ内容は同じ

ソフトウェア技術 / 電気基礎

電子機械応用 / 電気基礎 / 課題研究

満幸

プログラミングでは、何か一つでも雑に作業すると全
く動きません。一歩一歩、成果を積み重ねてゴールに
たどりつく過程は人生と同じ。授業ではマイコン制御
や電気工事などの実習を多く取り入れていますが、一
つひとつの作業を丁寧に行う大切さを感じてほしいと
思います。

電気工事士合格者数の推移

技能検定合格者数の推移

第二種電気工事士の合格者数は、昨年に引き続き県内第一位を誇ります。

技能検定において、合格率は全国平均を上回っています。

Ｈ２５の
第二種合格者数
ランキングは
全国

９位

に従事できます

●平成26年度ジュニアマイスター取得者
特別表彰
1名

ゴールド
12名

シルバー
22名

67

ジュニアマイスターとは、将来の仕事や学業に必要と考えられる国家職業資格や各種検定、及び各種コンテス

Ｈ２6 の
第二種合格者数
ランキングは
全国

トの入賞実績をもとに、ジュニアマイスター顕彰制度委員会が認定するもの。現在100 以上の職業資格・検定
と約 60 のコンテストが点数化され、その点数の合計によって、30 点以上に「ジュニアマイスターシルバー」
、

7位

45点以上の特に優れた生徒には「ジュニアマイスターゴールド」の称号が贈られています。
H26

H26

ものづくり魂！創造力を発揮して新鮮な発想で工夫を凝らす
平成 27年度課題研究テーマ

■高等学校ロボット競技大会出場 ■次世代自動車（ソーラーカー）の製作 ■マイコン制御 ■ＥＶの製作
■アメフトロボットの製作 ■カヌーの製作 ■２足歩行機構 ■ものづくり ■学校整備

ソーラーカー

EV（電気自動車）の製作

07

ＮＣフライス盤

シーケンス制御実習盤

溶接ロボット

08

高等学校ロボット競技大会出場ロボット
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進学実績

就職実績

国公立大学・難関私立大学への合格を実現。呉港ならではの「進路指導」で未来をつかむ。

企業からの厚い信頼と呉港の｢進路指導｣により、就職率 100％を毎年継続。

特進コース、進学コースでは、国公立大学や難関私立大学の合格実績を伸ばしています。

昨年度の大学合格実績

特進コース／ 3年間の模擬試験偏差値推移の一例
3 年間で偏差値を大きく伸ばし、多くの生徒が希望の大学に進学しています。

大学名 [ 学部 ]

偏差値48.5からスタートした生徒が、偏差値 65 以上の大学に合格した例も。
入学後の学力向上率には定評があります。
1 年生

7月

75

11 月

7月

2 年生

1月

3 年生（受験）
合格校

明治大学

72.6
70.9

70

69.1

東京理科大学
関西学院大学

65

62.4
60

57.3

57.5

62.8

59.9 59.2

58.9

56.2 55.9

55.8

58.5

59.4

広島大学
甲南大学

56.6

55

53.4

山口大学

52.3
50

48.5 48.0

49.6

49.7

49.9

47.3
45

※昨年度の特進コース卒業生のデータ

大学入試セミナー
大学や専門学校から講師を招き、入試に関する指導を行っています。
早いうちから受験への意識を高め、自ら学ぶ姿勢を育てます。

合格者数

広島大学

[ 理学部１名 ] [ 教育学部１名 ]

２名

山口大学

[ 人文学部１名 ] [ 理学部２名 ] [ 工学部１名 ]

４名

京都府立大学

[ 公共政策学部１名 ]

１名

兵庫県立大学

[ 理学部１名 ]

１名

県立広島大学

[ 人間文化学部１名 ]

１名

島根県立大学

[ 総合政策学部１名 ]

１名

高知工科大学

[ 経済マネジメント学群１名 ]

１名

尾道市立大学

[ 経済情報学部１名 ][ 芸術文化学部 １名 ]

２名

下関市立大学

[ 経済学部２名 ]

２名

生かしています。

５名

明治大学

[ 文学部２名 ]

２名

企業実習は 2 年生で実施。企業の生産現場で実際の技術や技能に触れ、生徒が将来

立教大学

[ 文学部１名 ]

１名

の職業を選択する能力や職業意識を育成するためのもので、生徒の職業観や勤労観

東京理科大学

[ 理工学部１名 ]

１名

を育成するキャリア教育の一環として行っています。

日本大学

[ 文理学部１名 ]

１名

神奈川大学

[ 工学部１名 ]

１名

関西大学

[ 政策創造学部１名 ]

１名

昨年度の主な就職先
企業名

就職者数

企業名

２名

1名

ジャパンマリンユナイテッド（株）

1名

[ 生命科学部４名 ] [ 理工学部３名 ] [ 文学部２名 ]

９名

マツダ（株）

1名

トーヨーエイテック（株）

1名

[ 農学部１名 ][ 文学部１名 ]

２名

ＪＦＥスチール（株）

１名

ＩＨＩ運搬機械（株）

１名

立命館大学
龍谷大学
近畿大学

[ 理工学部１名 ]

１名

近畿大学

（上記学部以外）

３名

甲南大学

[ 文学部１名 ]

１名

西南学院大学

[ 法学部１名 ]

１名

福岡大学

[ 法学部１名 ][ 理学部１名 ]

２名

松山大学

[ 経済学部１名 ]

１名

広島修道大学

[ 商学部１名 ] [ 法学部 １名 ]

２名

広島国際大学

[ 看護学部１名 ] [ 保健医療学部 ６名 ]

７名
１９名

2名

新日本造機（株）

1名

日新製鋼（株）

2名

（株）ジェイペック

1名

日本通運（株）

2名

（株）ダイクレ

2名

山九（株）

2名

（株）ミツトヨ

1名

（株）ＩＨＩ

（株）淀川製鋼所

中国木材（株）

6名

（株）伊藤園

1名

日新工機（株）

1名

2学年の4月に実施する 2 泊 3 日の合宿研修で、自分の将来について考えを深

（株）日本製鋼所

1名

中国酸素（株）

1名

めます。合宿では、就職したい企業、または就きたい職種に関わる企業を選

（株）中電工

1名

住友電工産業電線（株）

1名

択し、その就職先に向けた志望理由書を担任・副担任の添削やアドバイスを
受けながら作成。よりよい志望理由書を書いた生徒は、
全員の前で発表します。

１名

岡山県貨物運送（株）

１名

淀鋼商事（株）

１名

広島経済大学

４名

中国工業 ( 株 )

2名

豊国工業（株）

1名

広島工業大学

６名

福山通運（株）

2名

広島国際学院大学

４名

広島文化学園大学

８名

今治造船（株）

2名

福山大学

２名

岡山理科大学

４名

吉備国際大学

２名

尚美学園大学

１名

帝京平成大学

１名

大阪芸術大学

１名

常葉大学

１名

宝塚医療大学

１名

山梨学院大学

１名

自分の進路について考えを深め、目標をより具体的にしていく 2 泊 3 日の合宿研修。
2 学年の 4 月に行います。事前に希望する進学先について調べておき、合宿では担
任や副担任の添削やアドバイスを受けながら志望理由書を完成させます。研修の
後半で、最もよい志望理由書をグループで発表。発表する生徒はもちろん、それ
を聞く生徒たちの進路意識が格段に高まります。仲間とともに同じ時間を過ごし
集中して勉強に取り組んだ経験と思い出は、これからの受験勉強を頑張り続ける
心の支えになります。

就職を想定して
書類作成や面接
を体験
「なりたい自分」
がはっきり見え
てくる

２名

比治山大学

目標とやるべきことが見えてくる3 日間
大学受験に取り組むモチベーションに

進路セミナー・就職

就職者数

トヨタ自動車 ( 株 )

関西学院大学 [ 文学部１名 ][ 法学部１名 ]

進路セミナー・進学

09

様子を見ていただいています。意見交換を行い、学習内容や就職指導に

防衛大学校（学科） [ 人文・社会学専攻 ２名 ] [ 理工学専攻 ３名 ]

広島国際大学 （上記学部以外）

国公立大学や私立大学の入試担当者による説明会、模擬授業など、学問分野ごとに

企業実習

人材育成フォーラム
企業で求められる人材を育成するため、学校に企業の方を招いて実習の

広島大学 理学部

合格 !

は凛々しく、迷うことなく前進していきます。

1名

ベンダ工業（株）

GK

手本として全員の前で模擬面接を披露します。進路を見定めた生徒たちの顔

1名

（株）八城工業

「進学実績」卒業生の声

また、
担任・副担任が面接官となり、
面接試験の練習も実施。よくできた生徒は、

O B V oice

トヨタ自動車（株） 就職

土・日曜、祝日も先生に質問しながら勉強
呉港での 3 年間で学力が大幅にアップ
北村優真

（平成２６年度

先生と一緒だから勉強も部活動も頑張れた！
高校 3 年間は全てが自分のためになったと実感
山田哲太

普通科特進コース卒業／阿賀中学校出身）

（平成２６年度

呉港高校のよいところは、生徒の学力を伸ばすことに重点を置いている点
です。毎日の課題だけでなく補習授業にも力を入れており、土・日曜や祝
日でも学校で勉強ができます。分からないことがあると先生にすぐに質問
できるため、自分のペースを崩すことなく学習に取り組めます。先生方が
生徒一人ひとりの力に応じて教えてくださるので、弱点を克服できます。
中学時代に成績が振るわなかった人でも、呉港でのわずか３年間で大きく
飛躍することが可能です。それを実現するだけの環境が、呉港高校にはあ
るのです。

明治大学 文学部

機械科卒業／広中央中学校出身）

呉港高校での３年間は、自分を高めることができた価値ある時間でした。
学習面では、技能検定や電気工事士の資格検定に合格するために、先生方
に朝早くから夜遅くまで指導をしていただきました。所属したソフトテニ
ス部では体力がついたのはもちろん、精神面も鍛えることができました。
自分の行動に責任を持つことの大切さを教えていただきました。勉強と部
活動を両立させることは時間や体力の面で大変でしたが、社会人となった
今では全てが自分のためになっていることを実感。頑張った甲斐がありま
した。

合格 !

ＪＦＥスチール（株） 就職
部活動後や休日にも指導を受けて資格を取得
早めの進路指導で大企業に就職できました

無謀な目標に真剣に応えてくれた先生に感謝
呉港で自分が大きく変わったことを実感
中之前幸祐

（平成２６年度

「就職実績」卒業生の声

甲斐恵蔵

普通科特進コース卒業／広中央中学校出身）

（平成２６年度

呉港高校に入学するまで、
「厳しい学校」というイメージを持っていました。
いざ授業などが始まってみると、先生方は面白くかつ優しく指導してくだ
さり、勉強が楽しくなりました。部活動では先輩方がよく面倒を見てくだ
さり、充実した高校生活を送ることができました。3 年生になって「難関
私立大学に進学する」という目標をたてた時、先生方は笑うことなく、こ
れからどうすればよいかを真剣に考えてくださいました。本当にうれし
かったです。私は今、呉港高校で大きく変わった自分を実感しています。

機械科卒業／宮原中学校出身）

私が所属したバスケットボール部は練習や試合で毎日忙しく、勉強や資格
取得のための学習時間をなかなか取れませんでした。先生方が放課後のク
ラブ練習後や土・日曜などに補習をしてくださったので、勉強と部活動を
なんとか両立させることができました。就職については、担任や進路担当
の先生が早くから就職先の絞り込みや、そのための対策を指導してくだ
さったので大企業への就職がかないました。私のことに親身になってくだ
さった呉港高校の先生方に、本当に感謝しています。
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GK

C lub M essage

硬式野球部

バスケットボール部

組織の一員としての自覚と誇りを
全員が一丸となり粘り強い野球を目指す

周りを生かせるプレーヤーを育成
全国を見据えて強いチームに

【実績】

ブラスバンド部

【実績】

■夏の甲子園優勝（昭和 9 年）
■夏の甲子園 6 年連続出場（昭和 7〜12 年）
■春のセンバツ大会（5 回出場）
■全国高等学校野球選手権 広島大会
準決勝 進出（平成９年）
準々決勝 進出（平成２１・２５年）
シード校（平成２７年）
■秋季広島県高等学校野球大会準々決勝進出（平成 17 年）

監督

佐々木

幸治

■国体出場（平成 14・23・24 年）
■ミニ国体出場
（平成13・14年 / 呉地区より30 年ぶりに選出、平成23〜25年）
■中国高校選手権大会 3 位（平成 24 年）
■中国新人大会 準優勝（平成 24 年）3 位（平成 25 年）
■広島県総合体育大会 準優勝（平成 24 年）、3 位（平成 25 年）
■ウィンターカップ県予選 3 位（平成 25 年）
■広島県新人大会 優勝（平成 24 年）
■広島県秋季大会 ベスト 8（平成 14 年）

監督

●広島商業高校在学中、春の選抜大会に出場しベスト 8
●法政大学で東京六大学リーグベストナインを 2 度獲得
●監督として都市対抗野球大会 4 度出場 最高成績ベスト 8

加藤

博

｢音楽は心｣〜心に響く音楽を♪〜
【実績】
■広島県吹奏楽コンクール A 部門 金賞（平成 25 年）
■全日本吹奏楽コンクール中国大会［小編成の部］
金賞（平成 18・23・24 年）、銀賞（平成 20〜22 年）
■全日本アンサンブルコンテスト中国大会
金賞（平成 25・26 年）、銀賞（平成 24 年）
■NHK 全国学校音楽コンクール中国大会 奨励賞（平成 19 年）
■全国高等学校総合文化祭ふくしま大会合唱部門
文化連盟賞（平成 23 年）
■NHK「ゴスペラーズの合唱は最高！」（平成 19 年）
「坂の上の雲」（平成 21 年）に出演

顧問

●広島大学在学中に西日本大会 2 位、中国大会優勝
●呉市内中学校顧問として県大会優勝 26 回・全関西優勝 2 回・
岐阜カップ 3 位
●県選抜オールスター監督 10 年間就任、全国大会準優勝

横山

尚

●平成 14 年より呉港高校 音楽教諭、ブラスバンド部顧問就任
●指揮を振るその表情は、音楽への熱い思いを物語る
その真摯で温厚な人柄に、生徒や保護者の信頼も厚い

私自身の野球体験で得たことを指導に活かしていくことで、

強いチームになるために、仲間の動きを見ながら自分がどう

純粋な心で音楽に接することで、自分が発する音が響き、相

選手一人ひとりが野球を通じて協調性・人間力をさらに高め

動くべきかを考えることができる、 周りを生かせるプレー

手の心に伝わります。部活動では「音楽は心」をモットーに、

てほしいと考えています。また、自身の野球戦術のモットー

ヤー

心を開いて、自分を表現する喜びを体感できるように努めて

としている「つなぐ意識の野球」を選手に浸透させ、強豪校

周りを見ながら自分で判断して動ける大人になってほしいと

います。同じ目標に向かい感動を分かち合った経験は、きっ

復活をめざします。

練習に励んでいます。

と人生の壁を乗り越える力になるものと信じています。

ソフトテニス部
ソフトテニスを通じて人間力を鍛える
【実績】
■日韓中ジュニア交流競技会 日本代表（1 回）
■インターハイ出場（個人戦 19 回出場・うち
準優勝 1 回、3 位 1 回、団体戦 1 回）
■国体出場（9 回出場・うち 3 位 1 回、
4 位 1 回、5 位 1 回）
■第 3 回ジュニアジャパンカップ出場
〈U-18 最終選考会〉（平成 20 年）

の育成を行っています。社会に出た時、仲間を信頼し、

空手道部

サッカー部

名門の伝統を守り、文武で高みをめざす
【実績】
■インターハイ出場（団体組手ベスト 8、
個人組手ベスト 8 など）
■国体出場（個人組手 3 位など）
■全国選抜大会（団体組手ベスト 8、
個人組手 3 位など）
■桃太郎杯全国高等学校空手道練成大会
（団体組手 3 位、個人組手ベスト 16 など）

未来の日本代表選手をめざして
【実積】
■呉地区総体優勝、県大会出場
（平成 25〜27 年）
■呉地区新人大会優勝（平成 25 年）
■アドバンスリーグ〈U-18〉2013 4 部優勝
■アドバンスリーグ〈U-18〉2014 3 部優勝
■広島県新人大会出場（平成 25 年）

エコテック部
他校にはない生徒手づくりソーラーカーで世界へ
【実績】
［ソーラーカー］
■鈴鹿ドリームカップ 16 年連続出場
（平成 11〜26 年）
8 時間耐久レース 3 位（平成 21 年）
ミツバ賞（平成 20 年）
オリンピアクラス 5 位（平成 26 年）
■ワールドソーラーカーラリー秋田
8 年連続出場（平成 15〜22 年）
総合優勝（平成 21・25 年）
■WSC（オーストラリア縦断
ソーラーカーレース世界大会）
アドベンチャークラス 3 位（平成 21 年）
クルーザークラス 5 位（平成 25 年）

チャレンジする志は明日の自分を切り拓く。

平成 27 年度
重点クラブ

硬式野球部、バスケットボール部、
ブラスバンド部、ソフトテニス部、
空手道部、サッカー部、エコテック部

その他のクラブ活動

文化部

運動部
●柔道部 ●剣道部 ●ハンドボール部 ●バレーボール部 ●軟式野球部 ●バドミントン部
●応援団 ●陸上競技部 ●卓球部 ●弓道部 ●水泳部

※重点クラブとは、インターハイ等全国での活躍を期待するクラブです。
指導力の強化、大会の積極的参加等を進めていきます。重点クラブの指定は、数年単位で戦績、
活動状況によって行います。
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●ESS ●図書部 ●放送部 ●演劇部 ●歴史同好会 ●鉄道文化同好会

工業技術系

●工業技術研究部 ●マイコン技術研究部 ●情報処理部

GoKo High School 2016

GK

E vent S chedule

GK

行事一つひとつが教育の場。大切な思い出と成長のステップになる。
修学旅行 3 年次の 4 月に 3 泊 4 日で修学旅行へ行きます。行き先は石
垣島とその周辺諸島。マングローブやサンゴなど希少な動植物が残る島々
で、グラスボートやカヌーに乗ったり、シュノーケリングを楽しんだりと、
さまざまな体験をします。

全校野球応援
伝統ある硬式野球部を再び甲子園に送るべく、夏の大会には、
全校生徒と教職員が試合会場へ応援にかけつけます。応援団の指揮のもと、グラ
ウンドの選手たちと、スタンドに一体感が生まれる呉港の名物行事の一つです。

S chool U niform

社会に役立つ人材を目指し、未来に向かって躍進する呉港生。
学校生活を共に歩む制服も、スタイリッシュで清潔感にあふれています。

体育祭
青軍と紅軍に分かれて、さまざまな競技やマスゲーム
などで競い合います。各軍の象徴である巨大張りぼてと大壁画も見もの
です。保護者の方も大勢見学に訪れ、熱く迫力あふれる、呉港で一番見
応えのある行事です。

■1 学期始業式

■1 学期中間試験

■広島県総合体育大会

■生徒会役員改選

■同窓会総会

■学力テスト

■入学式

■大学入試セミナー

■人材育成フォーラム

■1学期期末試験

■夏期講習

■体育祭

■修学旅行（3 年）

■教育後援会総会

■全校野球応援

■2 学期始業式

■2 年生進路セミナー

■学級懇談会

■1学期終業式

ALL
SEASON
STYLE

SUMMER
STYLE

WINTER
STYLE

■保護者懇談会

■新入生

■第1回オープンスクール

オリエンテーション合宿

・特進コース授業体験

■創立記念野呂山・

・クラブ体験

兜岩全校登山
■呉地区総合体育大会

●リボン
ネイビー × ピンクとネイビー
の 2 種類あり、その日の気分で
替えても OK。
（公式行事はネイビー × ピンクで）

夏服

合服

冬服

5 月中旬〜10 月中旬

オールシーズン

10 月中旬〜5 月中旬

男子はすっきりとした半袖シャツ、女子はセーラー
服風のブラウスとなります。女子の夏服は清楚で女
の子らしいと人気です。
（男女ともそれぞれ長袖・半袖があります。）

春・秋は男女とも長袖シャツ・ブラウスに。シャツ
はオリジナルデザインのセンターラインが特徴。V
ゾーンをすっきりと見せてくれます。女子のベスト
スタイルは知的な印象を与えます。

男子はジャケット着用。女子はプリンセスラインを
入れたすっきりとしたジャケットと、ベスト、ブルー
のラインが入ったスカートの 3 ピーススタイル。飽
きの来ないデザインと好評です。

GK

R oom G uide

生徒のやる気にいつでも応えられるように、施設や設備の充実にも力を入れています。
明るく開放的な環境の中で、のびのびと楽しく自分の力を伸ばすことができます。

格技場

クラスマッチ

12 月にはオークアリーナでバレーボール大会を、3 月には

呉港祭

午前中は各クラスや学科、
クラブによる研究発表を行います。午後からは、

定期演奏会

ブラスバンド部の 1 年間の集大成として行われる定期演奏会に

虹村公園でソフトボール大会を開催。トーナメント方式で優勝を争い、決勝戦

模擬店、アームレスリング大会、ブラスバンド部演奏会、教育後援会によるくじ引

は、毎年呉市文化ホールが満員になるほどの来場者があります。吹奏楽から

は毎回大変白熱したものになります。敗者チーム同士での交流戦も行います。

き抽選会などで盛り上がります。最後はファイヤーストームで締めくくります。

J-POP、和太鼓の演奏、そして趣向を凝らした演出で観客を大いに楽しませます。

■芸術鑑賞会

■全校参観

■2 学期期末試験

■3 学期始業式

■呉港祭

■卒業証書授与式

■2 学期中間試験

■2 年生企業実習

■クラスマッチ

■学力テスト

■同窓会入会式（3 年）

■学年末試験

■1 年生企業体験

■2 学期終業式

■入学試験（推薦・一般）

■クラスマッチ

■第 2 回オープンスクール

■保護者懇談会

■卒業試験

■3 学期終業式

・各学科コースの授業体験

■冬期講習

■学問分野セミナー

開智寮

第三 工業実習棟

■定期演奏会

体育館

食堂
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