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特別進学コース特別進学コース

Masuda Higashi High School

Special Advance Course

Pamphlet

《 経費について 》
①毎月の校納金
　特別進学コース入学生はＳ２特待
　（家庭の収入によって異なります。詳しくは学校案内をご覧下さい。）
②模擬試験代  14,210円（R3年度1年生） 
③教科書・副教材代  35,396円（R3年度1年生）
④オーストラリア研修 自己負担160,000円（R2年度2年生実績）
⑤夜学習・夜の学習塾 毎月1,000円（光熱費として）

益田東高等学校 特別進学コース
〒698-0011 島根県益田市染羽町1-24
TEL 0856-23-3435   FAX 0856-23-7003
URL http://www.iwami.or.jp/nanao/　Email nanao@iwami.or.jp



平成27年度卒業
津和野町立日原中学校出身

坂﨑 可奈さん
浜田市立旭小学校勤務

さかざき か　な

高校時代は、勉強も部活動も周りの人に
負けたくないという一心で取り組んでい
ました。夢を叶えた今はたくさんの人に
恩返しをしながら、日々成長していきた
いと思っています。子供たちに夢や目標
を持つことの大切さを伝えていけるよう
な先生になりたいです。

国立大学では大学入学共通テストで５教科の試験、公
立大学や私立大学では２教科型、３教科型の試験を課
す大学が多くあります。早い段階で受験教科を「国・英・
社」、「数・英・理」にしぼり、得意教科に集中して取
り組み、学力を向上させることができます。

少人数制の良さを生かした個別指導が充実しており、
先生と生徒が１対１の選択授業も可能です。個別に添
削指導を行い、質問に丁寧に応じることで早期に苦手
科目の克服をすることが可能です。

九州大学文学部、大阪教育大学教育学部、島根大学医学部医学科・教育
学部・法文学部、山口県立大学国際文化学部、下関市立大学経済学部、
早稲田大学社会学部、慶應義塾大学経済学部、青山学院大学経済学部、
学習院大学法学部、関西学院大学法学部、同志社大学文学部、立命館大
学産業社会学部、広島修道大学商学部、西南学院大学経済学部など

特別進学コースは大学進学に向けて、大学での学びに対応できる学習や大
学に合格できる対策をするために開設されました。県内の私学に先駆けて
始まり、今年で２８年目を迎え、受験指導の経験も数多く積み重ねています。

①得意な３つの教科にしぼって勉強できる。

多くの教科・科目で１、２年のうちに教科書を終えて、
３年生の４月から受験に向けての演習の授業を行いま
す。演習で直接入試に直結した問題を数多く解くこと
で、入試で高得点を取ることを目指します。大学入学
共通テストや各大学の個別試験の対策を行います。

②３年時には多くの教科で演習を実施します。

本校独自の様式で作成した冊子を使って進路実現の取り
組みをしています。「作文・小論文ノート」を使い、文章
を通じての自己表現の機会を増やし、自分の考えをわか
りやすく伝える表現力、論理的思考力を養います。

④益田東高等学校オリジナル進路指導教材

③一人ひとりに合った学習指導や進路指導を
　しています。これまでの進学実績これまでの進学実績これまでの進学実績これまでの進学実績（抜粋）
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大学進学に向けて 私立文系３教科型（現３年）

国立理系 5教科型（現 3年）



学校の勉強だけでなく、さらにプラスの勉強を深める場所がここにはあります。
特進コースでは、夜の学習塾や夜学習、学習合宿、オーストラリア海外研修を
通して、頑張りたい君を応援します。

19：00 ～ 21：50 地域交流室で塾講師等の外部
指導者による学習指導を行います。講義形式や
個別指導があり、自分にあった時間割を選べま
す。毎日でも週 1でも自由です。

（火）数学　中学復習～高校 1年
（水）英語　個々の学力に応じて
（木）数学　2、3年生クラスと全学年の個別指導
（金）英語　外国人指導者による英会話教室

〈夜の学習塾〉 ※希望者

19：00 ～ 21：50 学習室で平日毎日実施します。監督の教員に進路相談や勉強の質問をしながら、課題や試
験（定期試験・資格試験）の自主学習に取り組みます。毎日3時間でも週1時間でも時間は自由に決められます。
英・数・国・理・地歴公の先生が日替わりで監督します。

〈夜学習〉 ※希望者

入学式前に2泊 3日で三瓶青少年交流の家にて特進コース1年生全員で合宿します。合宿中はSAP（人間関係作り
プログラム）を行うなどして、誰もが不安にならないように、クラスの仲間との関りを深める活動をしながら、表
現力や発言力を養います。合宿中は英語・数学・国語の勉強会を午前と午後で実施します。この合宿を通して勉強
法や勉強に対する集中力、体力を身につけます。

〈学習合宿〉

クイーンズランド州ケアンズの高校（Cairns State High School
予定）で語学と文化の研修をします。現地ではホームステイを
しながら英語漬けの日々を送ります。学校から海外渡航費用の
半額の補助があります。最終日にはホームステイ先との自由行
動もあって、カンガルーとのふれあい、熱帯雨林散策も。思い
出をたくさん作ることができます。もちろん、普段から英語学習
でコミュニケーションをしっかり取れるよう練習するので大丈
夫。特別進学コースの 2 年生が対象です。日本とは違った空気
の中で、人々のくらしを体験し、コミュニケーションを取ることの大切さをぜひとも学んでほしいです。令和 3 年度は新型コ
ロナウイルスの影響により、福島ブリティッシュヒルズで行う予定になっています。

〈オーストラリア研修〉

1年 5組　齋藤　桃
（益田中学校出身　陸上競技部所属）

夜学習は主
に部活動の

後に利

用していま
す。その日

あった

授業の復習
や、テスト

前には

自分が分か
らないとこ

ろを徹

底的に勉強
します。学

習室は

とても静か
で、先生に

質問を

することも
できるので

勉強す

るには最適
な環境です

。

ケアンズ

PART 02PART 02

学びを深めよう



「青春は甘く、楽しいことだけでなく、つらく、苦いこと
でもある。」それは、いろいろなことに挑戦し、達成した
喜びと失敗した苦しみを味わった人が言える想いの詰まっ
た言葉です。高校生のうちに得た達成感と挫折感は、その
後の人生に必ず活かされる財産となるでしょう。目標には
どんな人も必ず壁があり、その壁に打ちのめされるか、そ
の壁を乗り越えられるかが問われます。若いうちにどんど
ん挑戦した方がよいと成功者は物語っています。

勉強と部活動の両立は、できないはず
はありません。部活動を頑張った後に、
勉強も頑張る。勉強する気持ちと勉強
する環境、そして、それを支えてくれ
る人々がいれば誰でもできます。同級
生や先輩の頑張りを見て、自分もでき
るという気持ちになるでしょう。一緒
になって、部活動で汗をかき、自分の
成長を信じてこつこつと取組むことで、
心も体も大きく飛躍していきます。

もともと10年以上前に、部活動をしている生
徒の勉強をサポートしたいと始まったのが18：
30～20：00までの「夜の学習」です。それが発
展して、19：00～22：00までの「夜学習」となり、
昨年から「夜の学習塾」も併設されるようにな
りました。部活動後の家庭学習はスマートフォ
ンやテレビ・漫画・ゲームなどの誘惑が多くあ
ります。家族が気になって集中して勉強できな
いこともあります。塾に行きたくても、移動の
負担、経済的な負担もあります。しかし、学校
に遅くまで残って友人と切磋琢磨しながら勉強
に励む環境があれば、きっと大丈夫。そして、
楽しく英語でコミュニケーションが取れるよう
になることも大きな魅力となります。

朝練習を終えて、
０限 8:00から25分間の授業。
約10分の朝読書を終えて、
１限～６限を50分ずつ。
７限 25 分を終えて、
16:20から18:30まで部活動。
1日50分×7限の授業をします。 大学の授業は90分。 大学
入学共通テストも60分～80分。 大学入試では教科によっ
ては180分のテストもあります。 50分の授業でもそれら
に比べて少ないくらいです。 でも45分授業と比較すると
しっかり学べ、たった5分の積み重ねも3年間で20,000分
を超えて、大きな差となります。 勉強をもっと頑張りたい
人は、希望すれば土日の休日や祝日に学校開放をしている
ので、仲間とともに集まって勉強会もどんどんできます。

1 年 5 組　伏谷 久慧
（青陵中学校出身 陸上競技部所属）
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文武両道を目指そう
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