
検索呉港高等学校

●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。

Access to GOKO

呉武田学園 呉港高等学校

http://www.goko.ac.jp/

電車、バス、船、自転車で、毎日の通学も安心な恵まれた環境

〒737-0141 
広島県呉市広大新開3丁目3番4号
TEL 0823-71-9163（代表）
FAX 0823-73-5266

呉武田学園　呉港高等学校のあゆみ

平成29年度 学校案内
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Goko High School

山口県岩国市玖珂町の武田家邸内に稽古屋敷を開設

学制発布により欽明路支校と改称

大正学校を設立

呉市今西通に学校を移転、大正中等学校と改称

文部省認可財団法人　私立大正中学校と改称

呉市下長ノ木町に移転

呉港中学校と改称

全国中等学校野球選手権大会（夏の甲子園大会）で優勝

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

新制度による呉港高等学校設置

学校法人呉港学園と組織変更

工業科（機械課程）設置

電気科設置

呉市広町大新開に移転

学校法人呉武田学園に改称

『呉武田学園史』完成

呉武田学園　歴史展示室オープン

普通科特進コースを共学化

体育館新築

普通科進学コースを共学化

文政元年（1818年）

明治7年（1874年）

大正2年（1913年）

大正6年（1917年）

大正15年（1926年）

昭和2年（1927年）

昭和8年（1933年）

昭和9年（1934年）

昭和20年（1945年）
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昭和33年（1958年）

昭和37年（1962年）

昭和41年（1966年）

昭和45年（1970年）

平成18年（2006年）

平成19年（2007年）

平成25年（2013年）

平成26年（2014年）

平成27年（2015年）
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MESSAGE

2018年に向けて

普通科と機械科、電気情報科の生徒一人ひとりが、

呉港での3年間で「社会に役立つ人材」について考え、

目標を実現してほしいと願っています。

そこで、私たちが実践するのが 　　　　　 です。

雛鳥が卵の外へ出ようと殻を内からつつく「　」と、

それに応じて母鶏が殻を外からつつく「　」が一致してこそ雛鳥は生まれます。

タイミングを誤ると、雛鳥の命が危険にさらされます。

学びも同じ。生徒の意欲を見逃さず、必要なときに必要な手助けをすることが大切です。

だから、呉港の先生は常に生徒のそばにいます。

できるまで、愚直に、共に挑戦し続けます。

呉港のルーツである、1818年の私塾開設からもうすぐ200年。

これまでの取り組みをさらに広く深く、より精度を高め、

200年、300年と “今、尽くせるベスト”を追い続けていきます。

呉港高等学校
プロジェクト始動！

変わる呉港…創立200年へ向けて

変わる呉港！ 私達の声、届く、響く、繋がる。

Goko High School 2017
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輝く私の未来をつかむ場所輝く私の未来をつかむ場所
呉港高校では、さまざまな個性と未来を持つ生徒が

学び合っています。

高校3年間で自分の個性に気付き、

進むべき道を見つけ、

理想の未来へと歩みを着実に進めています。

一人では不安になる道も、

みんなと一緒ならたどり着けます。

最後まであきらめることなく、

頑張り続けることができます。

今の自分を超えて、一緒に未来を拓きましょう。

呉港高校では、さまざまな個性と未来を持つ生徒が

学び合っています。

高校3年間で自分の個性に気付き、

進むべき道を見つけ、

理想の未来へと歩みを着実に進めています。

一人では不安になる道も、

みんなと一緒ならたどり着けます。

最後まであきらめることなく、

頑張り続けることができます。

今の自分を超えて、一緒に未来を拓きましょう。

呉港革新！呉港革新！



特進 コース

特進コースの特長

部活も、勉強も
自分のためだから面白い。
もっと上をめざします。

梅野　錬 くん
特進コース　3年生

昭和北中学校 卒業

普通科　特進コース ｜ 普通科　特進コース ｜ 

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現役合格と、揺るぎない学力の養成国公立大学と難関私立大学への現役合格と、揺るぎない学力の養成 知的好奇心を高め、夢への軌道に導き未来を拓く知的好奇心を高め、夢への軌道に導き未来を拓く

柔道部に入りたくて、呉港を選びました。部活は毎日あり、帰宅後も

1時間は筋力トレーニングをして、夕食をとりながら勉強。勉強との

両立は大変ですが、部活だけ、勉強だけでもつらいはず。２つのバラ

ンスをとりながら、自分でやるべきことを決めて取り組んでいます。

自主的に勉強をする面白さは、呉港での学校生活で知りました。新し

い自分になれたようでうれしいです。将来の夢は、宇宙に関連する仕

事に就くこと。そのための大学進学に向けての勉強ですから、やる気

も出ます。第一志望校はクリアできそうなので、もっと上へ、先をめざ

します。

１年次から大学受験に的を絞った特別カリキュラムに

取り組み、難関大学への進学を狙うコース。徹底した

少人数制と成功体験の積み重ねによって、無理なく目

標に到達。学習の理解と精度を深めます。

高校生活の３年間を通して進むべき道を決め、夢の実

現に必要なステップを見つけて着実にクリアしていき

ます。自分のために学ぶ楽しさを知り、何事にも前向き

に挑戦するやる気と自信を育みます。

少人数制と個別指導
一人ひとりに目を行き届かせ、つまづきなどにきめ細かく対応。放課後や休憩時間
にも生徒の疑問にじっくり向き合い、わかるまで丁寧に指導します。

目標達成を実現する集中学習
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、学習に集中できる環境を用意しています。

進路を追求する大学入試セミナー・学問分野セミナー
国公立大学等から講師を招き、生徒の興味関心を高めます。２年次以降のコース選択、
３年次の進路選択に役立てます。
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Advanced Advanced

CURRICULUM

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。

1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。

2年次

3年次

呉港高等学校奨学金制度呉港高等学校奨学金制度

模試結果や前年度の成績データを分析、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。

●学問分野セミナーの実施
●大学入試セミナーの実施

●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

特進コース

■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28年度のものです。平成29年度には変更される場合があります。

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。

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）
での課外授業

グローバルスタディ



進学コースの特長

学業とクラブ活動の両立を支援、文武両道をめざす学業とクラブ活動の両立を支援、文武両道をめざす 幅広い進路希望に応え、最後まであきらめず共に歩む幅広い進路希望に応え、最後まであきらめず共に歩む

普通科　進学コース ｜ 普通科　進学コース ｜ 

進学 コース   男女共学  特進コースへ変更可（※1年の2学期と2年進級時）

呉港は入学前からよく知っていて、「勉強に力を入れている学校」と

いうイメージを持っていました。実際、朝のテストや週末課題なども

あって大変ですが、学力が身についていることを実感しています。ク

ラブ活動は中学校から続けている陸上部へ。頑張った成果が数字に

表れるところが面白いです。呉港に入って、将来の夢をしっかり考え

るようになりました。2年春にある2泊3日の進路セミナーで、進路に

ついての志望理由書を作成しました。「病気の人の役に立ちたい」と

いう漠然とした夢について、どんな仕事があり必要な資格は何かが分か

りました。目標に向かって頑張るのみです。

漠然とした将来の夢が
ぐっと具体的に。
課題も見えてきました。

沖田朱音 さん
進学コース　2年生

阿賀中学校 卒業

学習と部活動の両立を支援
部活動の時間をとりながら、効率的な学習計画によって第一志望校合格を強力に
バックアップします。

個性に合わせた丁寧な指導
高校での学習内容を理解できるように、生徒の興味関心を呼び起こしながら学習
を進め、基礎学力を育てます。

学習の見える化でサポート
生徒一人ひとりに手帳を配布。日々のスケジュールや家庭学習の様子を書き込み、
教員がチェック。日々の成長を見守ります。
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StandardStandard

CURRICULUM

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。

1年次

2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。

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。

3年次

●大学入試セミナーの実施

●大学入試セミナーの実施

●学問分野セミナーの実施

●学問分野セミナーの実施（希望者）

進学コース

クラブ活動の時間も確保

平成24年度には進学コースからは初となる公立大学合格者（県立広島大学）
を、平成26、27年度には国立大学合格者（山口大学）を輩出。1年次から行う継
続的な進路指導によって、年々合格実績を伸ばしています。

特進コースに比べて毎日の授業時間を１、2時間削減。クラブ活動を十分実施で
きる時間を確保しています。クラブ練習の時間と調整しながら補習やクラブ引退
後の学習支援を行い、大学進学の夢も叶えます。

国公立大学、難関大学に合格者を輩出

全力でクラブ活動に打ち込みながらも、大学進学の希

望も叶えるコース。生徒のやる気と個々の生徒のレベ

ルに応じた授業を展開し、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。

３年次の最後まで生徒一人ひとりの進路希望に対して

細かく確実に指導。必要であれば中学内容にも立ち返

ります。やればできるという自己肯定感を高めながら、

夢の実現をサポートします。



　機械科｜ 電気情報科 ｜ 
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電気情報科 機械科
電気情報科への変更可＜2年進級時＞　　　進学希望者には2年次より「進学コース」を設置 機械科への変更可＜2年進級時＞　　　進学希望者には2年次より「進学コース」を設置

資格取得数は県・全国トップクラスで就職率100％を毎年達成！

ものづくり　人づくり　夢づくり！ 創造力を 発揮して新鮮な発想で工夫を凝らす

機械科3年 小玉 颯太郎〈倉橋中学校卒業〉 電気情報科２年　中島 翔里〈吉浦中学校卒業〉
ソーラーカーのプロジェクトに携わりたくて、機械科に入りました。クラブはもちろんエコテック部。ソーラー
カー作りでは精密さが求められ、ヒヤヒヤしたり心配したりすることも多いですが、自分が作った部品によってマ
シンが動いたときの喜びは病み付きになります。高校でものづくりの楽しさを知りました。船の原動機をつくる
会社に就職したいので、大学進学をめざしています。大学で得た知識と技術を、海運業を営む家業に生かしたい
と考えています。

中学生の時に、技術の授業で電気配線の基本的なことを学び、もっと深く学びたいと思いました。それが電気情報
科に入った理由です。高校での授業は初めて聞く内容ですが、分からないところはノートを読み直して復習してい
ます。興味があることなので自然とやる気が出ます。こうして学んできたことを活かし、私は高校生技能オリンピッ
ク・電気工事部門に出場します。先生から出場を勧められたときには不安も感じましたが、自分の力をさらに高め
るためにも挑戦することに決めました。毎日の補習で先生方の指導を受けながら、入賞をめざし頑張っています。

高校時代は堂々と失敗できる時。失敗だとしても、視点
を変えると別の方法が見つかることもあります。失敗を
どう乗り越えるかが大事です。一つでも多くの体験を積
み、ものづくりを通して問題解決力と多角的な視点を
持ってほしいと願っています。呉港では、毎年レベルアッ
プしながら新しいものづくりにチャンレジし続けていま
す。ぜひ一緒に、失敗を恐れず、一歩踏み出しましょう。

電気は目に見えないもの。電気のことを考える際は、頭の
中で電流が流れる様子を思い浮かべ、問題の原因を想像
し、解決策を導き出します。授業はこの繰り返しです。そう
することで身につけた「見えないものが見える力」は、さ
まざまな分野で求められる力になります。また、電気情報
の分野は日々進化しています。だからこそ、普遍的でどの
分野にも通じる根本的な知識と技術を伝えています。

河内　満幸加賀　英雄

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
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
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。

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
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」、
45点以上の生徒には「ジュニアマイスターゴールド」の称号が贈られています。また、60点以上の得点があり
学校長の推薦を受けた者のうち、特に優れた生徒は「特別表彰」に賞されます。

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
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
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
事に従事できます。

６足歩行機構EV（電気自動車） アメフトロボットソーラーカー 高等学校ロボット競技大会出場ロボットカヌー

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

2年次

3年次

1年次

2年次

3年次

●情報技術基礎/工業技術基礎/製図 ●情報技術基礎/工業技術基礎/製図

●実習/製図/電力技術/電子技術/

　電子機械応用/電気基礎/課題研究

●実習/製図/電気機器/電力技術/

　ソフトウェア技術/電気基礎

●実習/製図/生産システム技術/

　機械工作/機械設計/原動機/

　課題研究

●実習/製図/工業数理基礎/機械工作/

　機械設計/原動機

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。

●平成27年度ジュニアマイスター取得者

特別表彰
3名

ゴールド
7名

シルバー
22名

平成27年度実施 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
■６足歩行機構
■ものづくり
■学校整備

※電気情報科と学ぶ内容は同じ ※機械科と学ぶ内容は同じ
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技能検定合格者数の推移 電気工事士合格者数の推移

●技能検定とは ●電気工事士とは

H27H26H27H26

Ｈ２7の
第二種電気工事士
合格者数ランキングは

全 国

10位

Ｈ２7の
第二種電気工事士
合格者数ランキングは

全 国

10位

Ｈ２7の
技能検定
合格率は

90％
67

6

103

技能検定において、合格率は全国平均を上回っています。 第二種電気工事士の合格者数は、昨年度も県内第一位となりました。

CURRICULUM CURRICULUM



人材育成フォーラム

大学入試セミナー

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

進路セミナー・就職

進路セミナー・進学

企業実習

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。

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
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
生かしています。

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
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
を育成するキャリア教育の一環として行っています。

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。

将来の夢が具体的になる3日間
未来を引き寄せる力になる！

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。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、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は
凛々しく、迷うことなく前進していきます。

自分を知り将来を
深く考える合宿研修
進路を見定め、
迷うことなく前進

大学名[学部] 合格者数

先生の支えで勉強と部活動を両立
周囲の温かいサポートで志望大学に合格
先生の支えで勉強と部活動を両立
周囲の温かいサポートで志望大学に合格

高校時代は、ブラスバンド部に入っていました。勉強と部活動の両立は難し
かったのですが、多くの先生方の支えがあり、高い目標に向けて頑張ること
ができました。大学入試では前期で悔しい思いをしたので、後期入試を受
験することにしました。皆が受験を終えていく中での勉強は、時に思い詰め
てしまうほど辛いものでした。先生方が「あきらめるな」と背中を押してく
ださり、呉港高校での友人たちも支えてくれました。この温かいサポートが
あったからこそ、志望大学に合格することができました。

髙見 麻未奈
（平成２７年度　普通科特進コース卒業／吉浦中学校出身）

早稲田 彩実
（平成２７年度　普通科特進コース卒業／川尻中学校出身）

やる気のある生徒の力を伸ばしてくれる
呉港で学んで勉強が好きになりました
やる気のある生徒の力を伸ばしてくれる
呉港で学んで勉強が好きになりました

呉港高校の女子１期生として入学し、3年間勉強を頑張ってきました。呉港
高校の先生方の授業はとても楽しく、また、放課後や土、日曜には補習をし
てくださいます。呉港高校には、やる気のある生徒の力を伸ばしてくれる環
境が整っています。さらに、特進コースは少人数制のため、一人ひとりに丁
寧な指導をしてくださるほか、クラスメートとの繋がりが強まるところも魅
力です。呉港高校での3年間で、私は勉強することがより好きになりまし
た。ここで学ぶことができてよかったと心から思います。

愛知教育大学　教育学部　合格!　広島大学 教育学部　合格!
資格取得でやる気アップ、成績もトップに
クラブでの厳しい指導が精神を鍛えてくれた
資格取得でやる気アップ、成績もトップに
クラブでの厳しい指導が精神を鍛えてくれた

呉港高校では、入学後すぐに第二種電気工事士の資格取得に挑戦します。
私はそれに合格したことでモチベーションが高まり、その後も危険物取扱
者乙種全種類を取得、学校の成績もトップをとることが出来ました。また、
クラブ活動ではソーラーカー製作に携わり、完成した車が鈴鹿サーキット
を走る姿を見たときには、何ともいえない感動がありました。資格取得に挑
戦しクラブ活動をしていく中では、先生方の厳しい指導もありましたが、そ
のおかげで何にも負けない強さを身につけられたと感謝しています。

有田 亮良
（平成２７年度　機械科卒業／吉名中学校出身）

岡本 拓己
（平成２７年度　電気情報科卒業／竹原中学校出身）

自分のために真剣になってくれるなんて…
土日も指導してくれる熱心な先生に感謝
自分のために真剣になってくれるなんて…
土日も指導してくれる熱心な先生に感謝

呉港高校の先生方の指導は、「こんなにも自分のために真剣になってくだ
さるのか」と驚くほど非常に熱心なものでした。就職試験にあたっては、
土・日曜日や夏休みにも面接練習などをしてくださいました。おかげで希望
した企業への就職を果たすことができ、先生方に感謝しています。クラブ活
動は硬式野球部に所属。毎日の練習や試合などハードなスケジュールの中
で、一つのことをやり遂げる忍耐力を身に付けることができました。呉港高
校に入学して、本当によかったと思っています。

ＪＦＥスチール（株）　就職トヨタ自動車（株）　就職

進学実績｜ 就職実績 ｜ 
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Academic Results Employment Results進学実績 就職実績
未来を拓く進路指導で、国公立大学・難関私立大学に続々合格
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。

就職率100%を毎年達成、優良企業へ多数就職。確実に理想の未来へ

GK OB OG Voice 

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。
偏差値40台からスタートした生徒が、偏差値60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。

※昨年度の特進コース卒業生のデータ

1年生
7月

65

70

60

55

50

45

1月 1月
2年生 3年生（受験）

合 格 校

※昨年度の特進コース卒業生のデータ

57.3 57.2

51.2

東京理科大学

53.7

49.7

46.3

51.9 51.551.6
51.2

59.2 59.2 安田女子大学

県立広島大学

関西大学

50.1

57.2

54.5

広島大学

防衛大学校　　　　[人文社会科学専攻１名]　　[ 理工学専攻６名]　　

海上保安大学校

広島大学　　　　　[医学部１名][教育学部１名][理学部１名][文学部１名]

　　　　　　　　　[経済学科夜間１名]　　　　　　　　　　　　

山口大学　　　　　[教育学部１名][理学部２名][工学部１名]　　　

島根大学　　　　　[教育学部１名]　　　　　　　　　　　　　　　　　　

愛媛大学　　　　　[理学部１名][工学部１名]　　　　　　　　　　　　

愛知教育大学　　　[教育学部１名]

県立広島大学　　　[人間文化学部１名]

富山県立大学　　   [工学部１名]

広島市立大学　　   [情報科学部１名]

東京理科大学　　   [理学部１名]　　

立命館大学　　      [政策科学部２名][文学部２名]　　

                           [情報理工学部１名][理工学部３名]

同志社女子大学　　[現代社会学部１名][表象文化学部１名]

関西大学　            [商学部１名][システム理工学部１名][化学生命工学部１名]

関西学院大学　　   [理工学部２名]

甲南大学　　         [フロンティアサイエンス学部２名]

松山大学　　         [経済学部１名]

安田女子大学　　   [文学部３名][教育学部１名]

広島修道大学　　   [商学部８名][経済科学部３名][人文学部７名]

　　　　　　　　   [人間環境学部２名]

広島国際大学　　   [保健医療学部４名][看護学部１名][医療経営学部１名]

　　　　　　　　   [医療栄養学部１名][総合リハビリテーション学部１名]など

7名

1名

5名

4名

１名

２名

1名

1名

1名

1名

１名

8名

２名

3名

2名

 ２名

１名

4名

20名

9名

昨年度の主な就職先
企業名 就職者数 企業名 就職者数

トヨタ自動車（株） 2 名

マツダ（株） 1名

ＪＦＥスチール（株） 1名

（株）ＩＨＩ 2 名

日新製鋼（株） 3 名

山九（株） 3 名

（株）淀川製鋼所 4 名

日本製鋼所（株） 1名

中国工業 ( 株 ) 3 名

福山通運（株） 1名

エディオン（株） 1名

東プレ（株） 1名

イーグル工業（株） 1名

今治造船（株） 2 名

ジャパンマリンユナイテッド（株） 3 名

新日本造機（株） 1名

松本重工業（株） 4 名

（株）ミツトヨ 1名

日新工機（株） 2 名

新日造エンジ（株） 1名

ベンダ工業（株） 1名

（株）ダイクレ 2 名

中国木材（株） 2 名

ＩＨＩ運搬機械（株） 1名

（株）新来島どっく 2 名

（株）音戸工作所 1名

シモハナ物流（株） 2 名

尾道造船（株） 1名

（株）トーキン 1名

西日本設計（株） 1名

セイコービジネス（株） 1名

北斗電気工業（株） 2 名

「進学実績」卒業生の声 「就職実績」卒業生の声



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）

空手道部
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）

サッカー部
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25～28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23～28年）
■広島県選手権大会ベスト32（平成27年）

エコテック部
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17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4位（平成27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）
　チャレンジャークラス14位（平成27年）

監督　佐々木　幸治 監督　加藤　博 顧問　横山　尚
●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

●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

●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

その他のクラブ活動
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

文化部

工業技術系
●ESS ●図書部 ●放送部 ●演劇部 ●歴史同好会 ●鉄道文化同好会

●工業技術研究部 ●マイコン技術研究部 ●情報処理部

硬式野球部
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めざす

【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）

バスケットボール部
生きる強さを身に付けてほしい

【実績】

■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）
■広島県中国高校選手権広島県予選３位（平成28年）

ブラスバンド部
表現する喜びを感じ、本番に強い心を

■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
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Club Activities Club Activities

バスケットボール部では、挨拶がきちんとできるといった、人
間的な成長を重視しています。当たり前のことが当たり前にで
きることは、社会に出る上でとても大切だからです。厳しい練
習は、体だけでなく心も強くします。物事をやり遂げる強さも
身に付きます。部活動に励むことで、つらいときに逃げずに立
ち向かえる、生きる強さを身に付けてほしいと願っています。

部活動のモットーは「音楽は心」。音楽を通して心を開き、自
分を表現する喜びを感じてほしいと願っています。また、部活
動では数々の本番を踏みます。部員たちは人前でも動じるこ
となく、普段以上の力を発揮できるようになります。“本番”が
人を育ててくれるのです。自分をコントロールし大事な時に力
を発揮できる術は、音楽はもちろん様々な場面でも生かされ
るはずです。

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、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として
いる「つなぐ意識の野球」を選手に浸透させ、強豪校復活をめ
ざします。

平成28年度
重点クラブ

Basketball Club

※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。

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



多彩なコーディネートで、
美しくスマートに

呉港高校の制服は、オプションを組み合わせることで生まれる、

自由度の高い多彩なコーディネートが魅力です。

都会的なシルエットで、美しくスマートなスクールライフを

楽しんでください。

イベント/制服紹介 ｜ 

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。）

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。

夏服 冬服合服
5月中旬～10月中旬 オールシーズン 10月中旬～5月中旬

                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。

                      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。

                         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。

修学旅行 全校野球応援 体育祭

                       　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。

                         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。

                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、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。

クラスマッチ 呉港祭 定期演奏会

■芸術鑑賞会

■2学期中間試験

■学問分野セミナー

■第2回オープンスクール

・各学科コースの授業体験

■2学期期末試験

■クラスマッチ

■2学期終業式

■保護者懇談会

■冬期講習

■3学期始業式

■学力テスト

■入学試験（推薦・一般）

■卒業試験

■1学期始業式

■入学式

■修学旅行（3年）

■2年生進路セミナー

■新入生

　オリエンテーション合宿

■創立記念野呂山・

　兜岩全校登山

■呉地区総合体育大会

■1学期中間試験

■大学入試セミナー

■教育後援会総会

■学級懇談会

■広島県総合体育大会

■人材育成フォーラム
■生徒会役員改選

■1学期期末試験

■全校野球応援

■1学期終業式

■保護者懇談会

■第1回オープンスクール

・特進コース授業体験

・クラブ体験

■同窓会総会

■夏期講習

■2学期始業式

■学力テスト

■体育祭

■呉港祭

■同窓会入会式（3年）

■卒業証書授与式

■学年末試験

■クラスマッチ

■3学期終業式

■定期演奏会

格技場

食堂 開智寮

体育館

第三 工業実習棟
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Events / Uniform

■全校参観

■2年生企業実習

■1年生企業体験

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。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。

WINTER  STYLE
WINTER  STYLE

SUMMER  STYLE
SUMMER  STYLE

ALL SEASON  STYLE

ALL SEASON  STYLE


