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2020年夏、人工芝のサッカー、ラグビー場が新設されました。
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大学・短大へ203名合格。 4年連続で最優秀校（総合）に。

目
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す
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【国 立 大】

【公 立 大】

【私 立 大】

【短期大学】

富山大（理学部生物圏環境科学科）、筑波大（体育専門学群）、北見工業大（工学部地球環境工学科）

大阪府立大（現代システム学部環境システム学科）、富山県立大（工学部地球社会基盤学科）
長野大（環境ツーリズム学部環境ツーリズム学科）、石川県立看護大（看護学部看護学科）
公立小松大（国際文化交流学部国際文化交流学科）　

金沢学院大87名（文・経済・経済情報・芸術・人間健康）、早稲田大（スポーツ科学）、日本大（文理）、
同志社女子大（現代社会）、龍谷大（文）、近畿大2名（理工）、上武大2名（ビジネス情報）、
流通経済大2名（経済・スポーツ健康）、千葉工業大6名（工・先進工）、芝浦工業大2名（工・システム理工）、
大正大（仏教）、大東文化大（経済）、神奈川大（法）、長岡大（経済）、新潟薬科大（薬）、福井工業大（工）、
中京大（スポーツ科学）、愛知学泉大（家政）、至学館大（健康科学）、日本福祉大5名（経済・スポーツ科学・社会福祉）、
びわこ成蹊スポーツ大（スポーツ）、花園大（社会福祉）、大阪商業大（総合経営）、大阪体育大2名（体育）、
大阪総合保育大（児童保育）、阪南大4名（経済・国際コミュニケーション・国際観光）、武庫川女子大（健康スポーツ科学）、
金沢工業大6名（建築・情報フロンティア・工）、金沢星稜大4名（人文・経済・人間科学）、
金城大6名（社会福祉・医療健康・看護）、北陸大10名（国際コミュニケーション・経済経営・薬）　

金沢学院短大30名（幼児教育・食物栄養・現代教養）、金城大短大部5名（ビジネス実務・美術・幼児教育）、
北陸学院大短大部（コミュニティ文化）、武庫川女子大短大部（健康スポーツ）、尚絅大短大部（幼児教育）

金沢学院高校は石川県高校総体で、2019年度は男子が最優秀校となり、男女総合でも4年連続で
最優秀校となりました。2019年度は８つの部がインターハイなど全国大会出場を決め、10の部が北信
越大会に進みました。

金沢学院高校は2020年3月に卒業した生徒のうち、203名が大学・短期大学に合格しました。金沢学院
大学に87名、国立大学に3名合格しており、2021年に向けてさらに合格率を上げるため、進学指導を
強化しています。

［2019年度卒業生  進路状況］ ［2019年度  石川県高校総体での主な戦績］

バドミントン

サッカー

ソフトテニス

相撲

水泳

柔道

トランポリン

卓球

陸上競技

バスケットボール

バレーボール

ウエイトリフティング

ゴルフ

剣道

●男子 団体２位、 シングルス優勝、 ダブルス４位  ●女子 団体２位、 シングルス４位
●男子 ２位
●男子 団体２位、 個人ベスト８  ●女子 団体優勝、 個人優勝
●男子 団体優勝、 個人優勝
●男子 総合２位、 競泳２位、 400ｍ自由形・400ｍメドレー優勝 ほか
●女子 総合優勝、 競泳優勝、 400リレー・800リレー優勝 ほか
●男子 個人90キロ級５位 ●女子 団体２位、 個人48キロ級優勝、 57キロ級優勝、 78キロ超級優勝 ほか
●男子 団体優勝、 個人優勝 ●女子 団体優勝、 個人２位
●男子 団体２位、 ダブルス３位、 シングルス３位 ●女子 シングルスベスト８
●男子 4×100リレー２位、 男子400ｍ４位 ほか
●男子 ３位
●女子 ３位
●男子 個人優勝 ●女子 個人優勝
●男子 団体２位、個人２位
●女子 団体ベスト８

【国 立 大】

【公 立 大】

【私 立 大】

【短期大学】

富山大（理学部生物圏環境科学科）、筑波大（体育専門学群）、北見工業大（工学部地球環境工学科）

大阪府立大（現代システム学部環境システム学科）、富山県立大（工学部地球社会基盤学科）
長野大（環境ツーリズム学部環境ツーリズム学科）、石川県立看護大（看護学部看護学科）
公立小松大（国際文化交流学部国際文化交流学科）　

金沢学院大87名（文・経済・経済情報・芸術・人間健康）、早稲田大（スポーツ科学）、日本大（文理）、
同志社女子大（現代社会）、龍谷大（文）、近畿大2名（理工）、上武大2名（ビジネス情報）、
流通経済大2名（経済・スポーツ健康）、千葉工業大6名（工・先進工）、芝浦工業大2名（工・システム理工）、
大正大（仏教）、大東文化大（経済）、神奈川大（法）、長岡大（経済）、新潟薬科大（薬）、福井工業大（工）、
中京大（スポーツ科学）、愛知学泉大（家政）、至学館大（健康科学）、日本福祉大5名（経済・スポーツ科学・社会福祉）、
びわこ成蹊スポーツ大（スポーツ）、花園大（社会福祉）、大阪商業大（総合経営）、大阪体育大2名（体育）、
大阪総合保育大（児童保育）、阪南大4名（経済・国際コミュニケーション・国際観光）、武庫川女子大（健康スポーツ科学）、
金沢工業大6名（建築・情報フロンティア・工）、金沢星稜大4名（人文・経済・人間科学）、
金城大6名（社会福祉・医療健康・看護）、北陸大10名（国際コミュニケーション・経済経営・薬）　

金沢学院短大30名（幼児教育・食物栄養・現代教養）、金城大短大部5名（ビジネス実務・美術・幼児教育）、
北陸学院大短大部（コミュニティ文化）、武庫川女子大短大部（健康スポーツ）、尚絅大短大部（幼児教育）

金沢学院高校は石川県高校総体で、2019年度は男子が最優秀校となり、男女総合でも4年連続で
最優秀校となりました。2019年度は８つの部がインターハイなど全国大会出場を決め、10の部が北信
越大会に進みました。

金沢学院高校は2020年3月に卒業した生徒のうち、203名が大学・短期大学に合格しました。金沢学院
大学に87名、国立大学に3名合格しており、2021年に向けてさらに合格率を上げるため、進学指導を
強化しています。

［2019年度卒業生  進路状況］ ［2019年度  石川県高校総体での主な戦績］
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ゴルフ

剣道

●男子 団体２位、 シングルス優勝、 ダブルス４位  ●女子 団体２位、 シングルス４位
●男子 ２位
●男子 団体２位、 個人ベスト８  ●女子 団体優勝、 個人優勝
●男子 団体優勝、 個人優勝
●男子 総合２位、 競泳２位、 400ｍ自由形・400ｍメドレー優勝 ほか
●女子 総合優勝、 競泳優勝、 400リレー・800リレー優勝 ほか
●男子 個人90キロ級５位 ●女子 団体２位、 個人48キロ級優勝、 57キロ級優勝、 78キロ超級優勝 ほか
●男子 団体優勝、 個人優勝 ●女子 団体優勝、 個人２位
●男子 団体２位、 ダブルス３位、 シングルス３位 ●女子 シングルスベスト８
●男子 4×100リレー２位、 男子400ｍ４位 ほか
●男子 ３位
●女子 ３位
●男子 個人優勝 ●女子 個人優勝
●男子 団体２位、個人２位
●女子 団体ベスト８
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ウエイトリフティング場

　金沢学院高校は、金沢学院大学・短大の附属高校として
高大連携の強化を図り、大学と合わせた７年間、短大との
５年間を見据えた質の高い教育を推進してきています。
　今、社会で求められているのは「課題発見・解決力」「継続
的な学習力」「主体性」「チームで働く力」などの能力であり、
これらの多くは従来の入学試験などでは測れない、人生を
生き抜く力と言えます。
　本学園は、この力を身につけた若者を世に送り出すことを
目的としており、本校はこの力を習得するために、自分の目標
に向かって挑戦し続ける姿勢を求めていきます。そのため、
本校の授業は試験突破のための知識詰め込み型とは一線
を画し、アクティブラーニングを基本に基礎知識・技能の
定着を工夫しています。学びの場は部活動や学校行事全般
にも及び、仲間との協働的な学びを通じて「あきらめない力」

「やりぬく力」を育てています。
　本校では今春、総合グラウンドを新設しました。加えて
第二体育館新設、さらに2022年春の附属中学校開設と
諸計画が目白押しですが、教育環境の充実に全力を挙げ
る方針の一端としてご理解いただければ幸いです。

　　   　学校長　村中 幸子
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リラックススペース

カフェテリア礼法室

グラウンド

テニスコート

図書室

体育館

情報実習室

図書室

多目的ホール
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 22年4月に
附属中学校開設へ

金沢学院高校総合グラウンド新設
人工芝のサッカー、ラグビー場金沢学院高校の大学・高校

連携プログラム

学 び の 先 取りで  進 路 意 識 高 め る
5年・7年教育の意義

　現在の高校生が、社会に出て活躍する頃には、グ
ローバル化の進展や人工知能などの技術革新により、
社会で求められる力が大きく変化すると言われていま
す。そうした時代を乗り越えるためには、高校・大学
の７年間、または高校・短大の５年間を見通した教
育が期待されており、金沢学院高校では金沢学院大
学・金沢学院短期大学と連携し「未来を生き抜く力」
を育

はぐく

んでいきます。

　「金沢学院高校」は金沢学院大学と連携した取り組みを行います。特に「スポーツ」「芸
術」「英語」の３教育分野で連携を強め、大学教員による授業を受けることができます。
　スポーツコースでは金沢学院大学スポーツ健康学科と連携し、毎週大学の教員が科学
的トレーニングを指導しています。大学の施設を使用して、動作の解析、動体視力や筋
肉量、運動中の乳酸値の測定を定期的に測定し、その情報を部活動に取り入れています。
　芸術デザインコースでは、金沢学院大学芸術学科と連携し、大学の教員が通年で絵画・
造形・動画・写真・アニメ・イラストの6分野について指導しています。大学の高水準な
内容を学ぶことができるだけでなく、大学の施設を使うことにより、職業の現場で使って
いる機材などにも触れることができ、創作意欲も向上します。
　英語では、年に数回大学の教員が、TOEICや英会話など英語でのコミュニケーション
を中心とした内容を指導しています。

未来につなげます
　特に、総合進学、スポーツ、芸術デザインの３コー
スでは金沢学院大学・金沢学院短期大学が求める人
物像（アドミッションポリシー）に基づき、高大連携授
業による学びの先取りを行います。高い志や意欲を持
つ主体性のある人間教育を目指し、未来を切り開いて
いく力を養成するのが狙いで、金沢学院大学・短期
大学への特別進学制度も用意されています。

　総合グラウンドは高校の東南
約800メートルに位置する金沢市
辰巳町内の約4.4ヘクタールです。
人工芝のサッカー、ラグビー場を
夜間照明設備付きで各１面造成
し、外周にランニングコースを設
けてあります。

　学校法人金沢学院大学は、大学の附属中学校を
2022年４月に開設する計画を進めています。金沢学
院高校と併せ、中高大の10年間を想定した一貫教育
の充実を図る狙いで、20年度に石川県に設置認可を
申請する予定です。
　計画では、中学校は定員70人の２クラスで、教室
は高校の空き教室を活用し、高校の体育館、グラウ
ンドを使います。
　金沢学院大学は北陸の私大で最多の200人余の教
員を輩出し、2018年４月には文学部に教育学科を開
設しました。中学校については、大学の教員養成課
程の学生の実習校にも位置付けます。

金 沢 学 院 大 学 金沢学院短期大学

金沢学院高校

  丘 の 上 は 金 沢  学 院 大 学 で す 。
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1年
これからの3年間を選ぶ

特色ある4つのコース
その先を決める

進路指導2年 3年
特別進学コース
国立大学への進学を目指すコ－スです。
英語の４技能など、新しい入試制度への対策も万全です。

総合進学コース
大学、短大、就職など多様な進路希望に対応するコースです。
基礎力とICT活用能力の向上を目指します。
また英検など各種検定の対策を行い、資格取得にも力を注いでいます。

スポーツコース
体育理論の習得と、体力・競技レベルの向上を目指すコースです。
金沢学院大学人間健康学部スポーツ健康学科と連携し、
大学のスポーツ系学部への進学を視野に入れた
アスリートの養成を目指します。

芸術デザインコース
職業として生かせるデザイン・メディアの技術と感性を磨くコースです。
会沢学院大学芸術学部と連携し、
大学の美術系学部への進学など将来を見据えた教育を実施します。

文系・理系に分かれた授業を行います。
英作文の添削や補習により、応用力を養
います。

学習習慣の定着だけでなく、受験に向け
た学習方法や時間の使い方、心構えを
伝えます。

入試対策講座や放課後講座、小論文対
策指導を行い、国立大学合格を目指し
ます。 難関大学合格に対応した

進路指導を行います。

生徒－人－人の個性を把握します。
多くの面談を重ねて、個性に合わせた
受験校・受験制度をアドバイスし、一
人一人の傾向と対策を練って合格へ
の戦略を立てます。

金沢学院大学と連携した授業、
進路指導を行います。

大学教員の授業を受けることにより、
学びを先取りします。高校生の早い段
階から進路意識を持たせ、目標に向
かって頑張る生徒を育てます。

生徒の希望に合わせた
進路指導を行います。

年に数回、進路ガイダンスや説明会を
行い、さまざまな観点からそれぞれの
進路に関する情報を提供します。就職
希望者は2年次にインターンシップに
参加し、働く意義を確認したり、企業・
社会への理解を深めたりします。

従来の科目の授業だけでなく、基礎的
なプログラミングを学ぶことにより論理
的思考力や、ICTプロフィシエンシー検
定試験（P検）合格を目指すことにより、
ICTを活用した問題解決力の向上を目
指します。

中学校の学び直しも含めた、基礎的な
内容を重視した授業を行い、基礎学力
習得を目指します。また、人前で発表す
る機会も取り入れることにより、プレゼ
ンテーション能力の基礎を固めます。

金沢学院大学への進学はもちろん、さま
ざまな進路に対応できるよう、志望理由
書作成指導や面接対策指導などを行
い、幅広くサポートします。

コンディショニングやメンタルトレーニン
グ、そしてケガをした時の対応など、1年
目に学んだ知識に応用力を付けていき
ます。

身体のしくみやトレーニング理論、栄養
学など基本的な知識を学び、アスリート
としての基礎を作ります。

生涯スポーツに通じるような授業や、日
本赤十字救急法救急員の資格を取得
し、スポーツ現場でも将来活躍できる知
識と行動力を育成します。

iMacを使ってパソコンでのデザインの
基礎的技術を学びます。キャラクターデ
ザインや背景画について学び、アニメー
ションについても研究します。

デザインの基礎的技術を学び、人に愛さ
れるデザインを生み出す方法を学びま
す。またイラストレーションについても、
立体感の出し方など、基礎的技術や考
え方を学びます。

CGや動画編集について学びます。また
卒業制作に取り組むことにより、興味を
持った分野を深く追究します。デッサン
の放課後講座を行い、大学受験にも対
応します。

進学意識の高い生徒のために
「進学講座」を開講。
夏季・冬季・春季の長期休業期間は、大学受験対策のた
めに「進学講座」を開講します。定期的に香林坊ラモーダ
教室で特訓勉強会「大学合格ラボ」も開講し、集中的な学
習による学力向上を図ります。

基礎学力の充実を希望する生徒にも
徹底フォロー。
中学までの学習範囲を復習するGRP（学院リメディアルプ
ロジェクト）を実施しています。また基礎的な内容の理解に
不安を持つ生徒を対象に「土曜補習」や「テスト直前学
習会」も開講しています。

さまざまな進路への手厚いサポート。
推薦入試や就職試験に必要な志望理由書の書き方や面接
試験の受け方について、徹底的に指導し合格をサポートし
ています。一般入試に対しては、英文読解や数学などの個
別指導を行い、成績アップを目指します。就職希望者はイ
ンターンシップに参加し、自分の適性を再認識します。

「プロデューサー教員」を配置、
教育効果の高いカリキュラムを設定。
特別進学、総合進学、スポーツ、芸術デザインの各コー
スにカリキュラムを統括する「プロデューサー教員」を配
置しています。4コースそれぞれに特色ある授業を設定、
学びの意欲と効果を高めるよう工夫を凝らします。

きめ細かな教育システム が夢をバックアップ !!
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思い描く夢を
実現できる学校です。
　私が金沢学院高校を志望した理由は、大好き
な水泳と大切な勉強、そのどちらにも全力・本気
で取り組みたいと思ったからです。文武両道に励
み自分の未来を創造する。これは、特別進学コー
スでの学びの特長だと思います。実際、クラスの
約8割が部活動に所属し毎日練習していますが、
大学受験に向けての日々の勉強にも懸命に頑張っ
ています。
　現在3年生になり、部活動では先輩の立場とな
り、授業では難易度が上がって必要な勉強量も
増え、一日の時間配分もなかなか大変です。
　しかし、私だけでなく、クラスの皆がそれぞれ
自分の夢の実現に向け、今しなければならないこ
とを真剣に考えるようになっています。先生方も
しっかり支えてくださるこの学校なら、思い描く
夢の実現ができるはずと私は確信しています。

●特別進学コース 3年

澤
さわ

田
だ

 直
なお

輝
き

さん　金沢市立北鳴中学校出身

3年間の進路指導計画を基に
「オーダーメイド」の進路指導。

国立大学の合格を目指す生徒のた
めに、進路指導課・教科担当・担
任が一丸となって指導します。3年
間の進路指導計画を基に、生徒の
普段の生活状況を鑑みた一人一人
に合わせた「オーダーメードカリキュ
ラム」を作成し、夢の実現を応援し
ます。

「進学講座」に「放課後講座」
小論文の個別添削指導も。

土曜日や長期休業中の「進学講座」
に加え、希望者には発展的学習を
行う「放課後講座」を開講してい
ます。また、生徒の志望に合わせて
小論文や国公立二次試験の個別添
削指導を行うなど、手厚い受験対
策を実践します。

ラモーダ香林坊教室を使って
特訓勉強会「大学合格ラボ」。

定期的にラモーダ香林坊教室を使
い、1日10時間の特訓勉強会『大
学合格ラボ』を実施します。個別勉
強スペース、質問コーナー、進路相
談部屋を完備。自学自習、模擬試
験対策、受験対策、学習計画の立
案など志望校合格に向けたあらゆる
ニーズにこたえます。

国立大学に挑戦します
土曜日や長期休業中の進学講座に加え、発展的学習のための「放課後講座」を開講し、

国立大学の受験対策に万全なコースです。

　　 新大学入学共通テストに必要な、
　　  英語の４技能について対策はありますか。

　金沢学院高校の授業には、「聞く・話す・読む・書く」
の力を身に付ける仕掛けがたくさんあります。その一つ

が Topic Writing。テーマに沿ってグルー
プでディスカッションし、意見をまとめま
す。生徒の書きたい！伝えたい！という気
持ちを大切にした授業で、教員はアドバ
イスを与えるだけです。学院の授業はプ
ロセス重視。スキル＆モチベーションを
合言葉に、使える英語力を身に付けます。

岡田孝明 先生（地歴公民） 別所智美 先生（英語）

先生に聞きました
　　　勉強と部活動の両立って
　　　大変ではないですか。

　特別進学コースの生徒の多くが運動部や文化部
に所属しています。練習で疲れてしまって帰宅後の
勉強がつらかったり、土日も部活動
で勉強時間の確保が大変だったりと
いう声をよく聞きますが、その限られ
た時間をどう効率よく使うかが大切で
す。生徒の１日の生活時間を細かく
分析し、生徒と相談しながら工夫で
きるところをアドバイスしています。

特別進学コース
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奨学金について ⃝学業優秀者には本校独自の奨学金制度があります。
⃝競技活動優秀で学業・人物ともに優良な者には本校独自の奨学金があります。

｜優遇措置｜合否判定において、優遇措置があります。　⃝専願受験者　⃝子女弟妹

｜進路実績｜〈過去3年間の実績〉
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2021年度入学生カリキュラム（予定）｜週 34 時間の授業｜
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● 大 学
【国公立大】

【私 立 大】

● 短 大

●専門学校

● 就 職

金沢大学(人間社会学域)、石川県立大学(生物資源環境)、石川県立看護大学(看護)、
公立小松大学(国際文化交流・生産システム)、富山大学(都市デザイン・人間発達科学・理)、
富山県立大学(工)、北見工業大学(工)、筑波大学(体育専門)、高崎経済大学(地域政策)、
埼玉大学(教育)、山梨大学(教育)、長野大学(環境ツーリズム)、大阪府立大学(現代システム科学)

金沢学院大学(文・人間健康・経済・経済情報・芸術・経営情報)、早稲田大学(社会科学・スポーツ科学)、
中央大学(文)、法政大学(文)、専修大学(文)、関西大学(社会安全・人間健康)、関西学院大学(教育)、
同志社大学(文化情報)、立命館大学(経営・情報理工)、京都産業大学(現代社会)、
近畿大学(生物理工・理工)、酪農学園大学(農食環境軍)、埼玉工業大学(工)、大正大学(仏教)、
大東文化大学(経営)、拓殖大学(商)、玉川大学(工)、東京経済大学(経営)、北里大学（医療衛生）、
日本獣医生命科学大学(獣医)、ヤマザキ学園大学(動物看護)、芝浦工業大学（工・システム理工）、
千葉工業大学（工・先進工）、立正大学(社会福祉)、関東学院大学(理工)、桐蔭横浜大学(法)、
長岡大学(経済経営)、新潟医療福祉大学(医療技術・健康科学)、新潟食料農業大学(食料産業)、
新潟リハビリテーション大学(医療)、富山国際大学(現代社会)、
金沢工業大学(建築・工・情報フロンティア・バイオ化学)、金沢星稜大学(経済・人文・人間科学)、
金城大学(医療健康・看護・社会福祉)、北陸学院大学(人間総合)、
北陸大学(経済経営・国際コミュニケーション・薬)、仁愛大学(人間)、福井医療大学(保健医療)、
岐阜聖徳学園大学(教育)、中京大学(スポーツ科学)、名古屋学院大学(商)、日本福祉大学(社会福祉)、
名城大学(薬・都市情報)、同志社女子大学(現代社会)、佛教大学(文)、大阪体育大学(体育)、
関西外国語大学(外国語)、関西福祉科学大学(健康福祉)、羽衣国際大学(現代社会・人間生活)、
武庫川女子大学(健康・スポーツ科学)、神戸女子大学(健康福祉)

金沢学院短期大学(現代教養・食物栄養・幼児教育)、金沢星稜大学女子短期大学部(経営実務)、
高山自動車短期大学(自動車工)、武庫川女子大学短期大学部(健康・スポーツ)、
尚絅大学短期大学部(幼児教育)

石川県立総合看護専門学校、石川県立保育専門学園、金沢医療センター附属金沢看護学校、
石川県調理師専門学校、金沢医療事務専門学校、金沢科学技術専門学校、
金沢リハビリテーションアカデミー、七尾看護専門学校、北信越柔整専門学校、
富山医療福祉専門学校、福井県立看護専門学校、東京動物専門学校

㈱トランテックス、奥能登広域圏事務組合（消防本部）、㈱マリｰクヮント コスメチックス

特別進学コース　（　）内は学部 
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特別進学コース

富山大学人間発達科学部人間環境システム学科　坂
さか

本
もと

 貴
たか

昭
あき

 さん  2017年度卒業

　私の兄2人は金沢学院高校の卓球部で1人は全国大会にも出場し、卒業後は2人とも国公立大
学に進学しました。私もそんな兄たちの姿を見て、金沢学院高校を選びました。
　特別進学コースでは国公立大学合格を目指す生徒が多く、いつも競い合うように夜遅くまで教
室に残って勉強をしていました。その結果、このコースからは国公立大学に現役で8名合格しまし
たが、私は後期試験の結果も一歩およばず合格することができませんでした。しかし、ここで得た
反省と部活動で培った負けない気持ちを基に勉強に励んだところ、なんとか合格を手にすること
ができました。この苦しい時期をあきらめずに取り組めた経験は、大きな自信となりました。今は両
親をはじめ、卒業後も支えてくださった先生方に感謝の気持ちでいっぱいです。金沢学院高校に
進学することができて本当に良かったと思っています。

卒業生からの

メッセージ

受験というドラマで主役になろう！

卒業後も支えに

　私には忘れられない生徒がいます。その生徒は相撲部
で特別進学コースに在籍していました。部活動では目覚ま
しい活躍をし、高校3年生の夏にインターハイのメンバー
として見事全国制覇に貢献。一方で学業成績はとても志
望校には届かない成績でした。
　部活動の影響で本格的な受験勉強は9月から。一般的
な受験生より3カ月ほど受験勉強のスタートダッシュに遅
れています。しかし彼は持ち前の根性で平日7時間、休日
10時間の勉強を欠かさず行い、分からないところがあれ
ば分かるまで先生に質問し他の受験生を猛追しました。
　しかし、受験の神様はそんなに甘くありません。センター
試験で彼に『E判定』を下します。それでも彼はあきらめ
なかった。志望校で二次試験での大逆転をもくろみます。
受験科目は化学一本！担当は私です。私は彼に言いました。

『俺と心中や！必ず合格させるからついてこい！』。しかし、
前期試験は不合格…。受験の神様は微笑んでくれません。
　それでも彼は志望校を変えず、再び化学一本で後期試
験という勝負に挑みます。結果は『合格』。受験というド
ラマで主役になった瞬間でした。僕は彼から合格の知ら

１９７５（昭和50）年、野々市市生まれ。石川県立金沢泉丘高校を経て、神戸大学
に進学し、理学博士を取得。その後、２００３（平成15）年から駿台予備校、代々
木ゼミナール、Ｚ会京大マスターコースなどで講師を務め、２０１１（平成23）年
より金沢学院高校理科教諭となる。サスペンダーをこよなく愛し、生徒から「サ
スペンダー先生」の愛称で親しまれている。著書に『萌えわかり化学反応式』
（中経出版）、『体系化学』（数学社）など。

●

特別進学コース担当プロデューサー

北
きた

角
ずみ

 巌
いわお

 先生

●

せを受けたとき、スーパーの駐車場で男泣きしたのを覚え
ています。
　受験という見えない相手に背を向けず、最後まで戦い
抜くことで彼は確実に人間として成長しました。私はそん
な経験を、特別進学コースの生徒に味わわせたい。そん
な気持ちで、日々教壇に立っています。
　金沢学院高校の特別進学コースは、大学受験に向け
た『最高の環境』が整っています。放課後・土曜・長
期休暇中の講座はもちろん様々な受験に向けた企画があ
り、一人一人に合ったオーダーメイドの合格戦略を進路
指導・教科担当・担任がスクラムを組んで立てます。そ
して何より最後まで一緒に戦い抜いてくれる親身な先生が
たくさんいます。
　人工知能（AI）やロボットが仕事を奪う時代が来るとい
われていますが、受験というドラマで主役になった生徒に
はそんな時代を乗り越える力が自然に備わります。『人生
100年時代』を生き抜くために必要な、『学び続ける力』
をつけ、受験というドラマの主役になりませんか。金沢学
院高校特別進学コースで待ってます！
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自分の未来、見つかります
基礎学力の向上を目指します。

英語検定や漢字検定などの対策にも力を入れ、進学・就職に役立つ資格を取得します。

総合進学コース

多様な進路希望に対応する
きめ細かな教育体制。

本校の基幹コースとして、進学や就
職など多様な進路希望に対応するカ
リキュラムを設定しています。授業で
は、グループワークやディスカッション、
問題解決学習などを取り入れ、生徒
が主体的に学習し、自分の個性を見
つけそれを社会で生かせる力を育て
ています。

進学・就職に役立つ資格取得。

漢字検定・英語検定の合格を目指
し、中学校の基礎的なレベルから
高校卒業レベルまで段階的に学習
します。特に英語では、検定二次
試験対策として、外国人教諭による
対話授業で話す力や聞く力を向上し
ます。

ICT活用能力の向上。

基礎的なタイピングから、表計算ソ
フトでの集計・分析方法や、プレ
ゼン資料の作成方法といった、将
来必要な最低限のICTスキルを身に
付けます。ICTプロフィシエンシー
検定試験（P検）合格を目指すことに
より、ICTを活用して与えられた課
題や問題を解決する力を高めます。

網谷和美 先生（英語）

　　 検定合格に対して
　　どのような対策をしていますか？

　漢字検定は取得級によって入試での合格判定に有
利に働く大学や短大がたくさんあります。国語の授業

では、漢字検定の受検対策も行ってい
ます。全員合格を目指し、どんな種類
の問題にも対応できるよう、解き方の
コツやポイントを解説します。漢字が
苦手、覚え方がわからないという生徒
も、興味を持って学習ができる指導を
行っています。

反町幸汰 先生（国語）

先生に聞きました
　　　高校の授業についていけるか
　　　心配です。
　心配しなくても大丈夫です！本校では国数英を中
心に、中学校までの学び直しを行っています。さらに
英語では高校1年の最初の頃に、授業
でも中学校の復習をしながら進めてい
くので、高校の内容にスムーズに入っ
ていけます。またどの教科でも、わか
らないところがあれば優しく最後まで
教えてくれる先生がたくさんいます。
一緒に頑張りましょう！

部活も勉強も、
みんなが意欲的。
　中学校から続けていた吹奏楽に高校でも力を
入れていきたいと思い、金沢学院高校を志望し
ました。また、これからの時代に求められる英語
や情報の授業を積極的に取り入れていることを知
り、総合進学コースを選びました。
　授業では外国人の先生と英語だけの会話がで
きるため、英語に対しての苦手意識も少しずつ改
善されてきました。クラスの雰囲気は皆仲が良く、
試験の時は良い成績を取るためにクラスメイト同
士で切磋琢磨し合っています。文化祭や体育祭
などの各行事にも皆が真剣で意欲的に取り組ん
でいます。
　将来は人の役に立つ仕事をしたいと思っている
ので、金沢学院短期大学に進学し、栄養士か保
育士を目指したいと考えています。残りの学校生
活では勉強と部活動の両立に励みながら、一つ
でも多くのことを学んだり経験したりして自分自身
を向上させていきたいです。

●総合進学コース 3年

嶺
みね

田
だ

 ゆずきさん　金沢市立金石中学校出身
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総合進学コース

１
年

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

※数字は週あたりの時間数

｜進路実績｜〈過去3年間の実績〉

● 大 学
【私 立 大】

● 短 大

●専門学校

● 就 職

総合進学コース　（　）内は学部 

2021年度入学生カリキュラム（予定）｜週 30 時間の授業｜

私立大学

38％

短期大学
20％

専門学校
19％

就職
20％

その他3％ 金沢学院大学 ( 文・人間健康・経済・経済情報・芸術・経営情報 )、東京富士大学 ( 経営 )、
大東文化大学 ( 経済 )、新潟薬科大学 ( 薬 )、金沢工業大学 ( 建築・工・情報フロンティア )、
金城大学 ( 医療健康・看護・社会福祉 )、北陸大学 ( 経済経営・国際コミュニケーション・薬 )、
福井工業大学 ( 環境情報 )、愛知学泉大学 ( 家政 )、阪南大学（国際観光）、花園大学 ( 社会福祉 )、
神戸学院大学 ( 経済 )

金沢学院短期大学 ( 現代教養・幼児教育・食物栄養 )、金沢星稜大学女子短期大学部 ( 経営実務 )、
金城大学短期大学部 ( ビジネス実務・美術 )、北陸学院大学短期大学部 ( コミュニティ文化 )

石川県立総合看護専門学校、石川県立保育専門学園、Kist 金沢科学技術大学校、
石川県歯科医師会立歯科医療専門学校、石川県調理師専門学校、石川県立金沢産業技術専門校、
石川県理容美容専門学校、石川職業能力開発短期大学校、
大原医療福祉・製菓＆スポーツ専門学校、加賀看護学校、金沢医療技術専門学校、
金沢ウエディング・ビューティー専門学校、金沢看護専門学校、金沢製菓調理専門学校、
金沢調理師専門学校、金沢福祉専門学校、金沢リハビリテーションアカデミー、国際調理専門学校、
国際ペット専門学校、小松准看護学院、スーパースイーツ製菓専門学校、専門学校金沢美専、
七尾看護専門学校、日本航空大学校、北信越柔整専門学校、代々木アニメーション学院金沢校、
新宿調理師専門学校、東海工業専門学校金山校、東京アカデミー金沢校、東京こども専門学校、
東京モード学園、新潟農業・バイオ専門学校、名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校、
京都建築大学校、ESP エンタテインメント大阪、HAL 大阪

海上自衛隊舞鶴地方隊、自衛隊、SWS西日本㈱、YKK㈱黒部事業所、相川運輸㈱、アパホテル金沢、
アルビス㈱杜の里店、石川県水、医療法人社団友愛病院会内灘温泉病院、
医療法人社団和宏会大手町病院、えびや金沢駅前店、オーミヤ㈱、加賀東芝エレクトロニクス、
㈱APパートナーズ関西支社、㈱HAMMER、㈱Y star、㈱愛里、㈱アントール、㈱ウイル・コーポレーション、
㈱エコ・エー、㈱エムアンドケイ、㈱オールウェイズ、(株)金沢丸善、(株)ガレージフィックス、
(株)北上製作所、(株)サカイ引越センター北陸推進課、(株)サンウェルズ、㈱サンキュー、㈱サンタハウス、
㈱スクランブルエッグ、㈱ソラスト北陸支社、㈱忠村水産、㈱玉寿司、㈱トランテックス、㈱ニュー三久、
㈱ノリオターブル、㈱ビー・オー・エス食品、㈱ふれあいタウンデイサービスセンター有松、
㈱ヘアー・ディレクションナンブ、㈱マルキン、㈱みずべ、㈱ミュゼプラチナム、㈱宗重商店、
㈱ユニベールソーイング、㈱ルームワン、カラーズジャパン㈱、北電産業㈱、キムラ電機、
共和電機工業㈱、ケルサス、コマニー㈱、社会福祉法人眉丈会、白山比咩神社、新宅工業㈱、
セコム北陸㈱、千代田機電㈱、日本通運㈱金沢支店、二本松物流㈱、日本郵便㈱北陸支社、仁智会、
百楽荘、北星産業㈱、北陸鉄道、丸果石川中央青果㈱、みづほ工業㈱、村上製菓、もりの里林業、
㈱赤井工業、㈱かりあげくん、㈱ジョアン、料理旅館森茂

国語
5

地理歴史
2

数学
6

理科
2

芸術
1

英語
5

家庭
2

情報
2

HR
1
総合
1

保健体育
3

２
年

国語
5

地理歴史
2

公民
2

数学
4

理科
2

芸術
1

英語
6

情報
2

HR
1
総合
1

保健体育
4

３
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国語
5

地理歴史
3

公民
2

数学
3

理科
2

英語
6

情報
2

HR
1
総合
1

保健体育
2

国語／数学
3

先生方の丁寧なサポートに感謝

金沢大学医薬保健学域保健学類作業療法学専攻　舩
ふな

木
き

 楓
かえで

 さん  2016年度卒業

　５歳年上のいとこも金沢学院高校でソフトテニス部に入っており、私自身もソフトテニスがうま
くなりたいと思って入学を決めました。けがをした時にお世話になった作業療法士にあこがれて金
沢大学で作業療法学を学ぶことを目標に定め、部活動を退いた3年生の夏から本格的に受験勉
強に励みました。
　大学入試で必要となる小論文を担当していただいた先生には毎日、個別に小論文の宿題を出
してもらい、添削を受けて何度も書き直して練習しました。勉強に集中するため、担任の先生には
休日も教室を開けていただきました。部活動も勉強に関しても学校の先生方の丁寧なサポートに
感謝しています。

卒業生からの

メッセージ

自分を変えるチャンスがいっぱい！

　本校の総合進学コースには、自分を変えるチャンスがた
くさん散りばめられています。チャンスをつかみ取り、大
きく変わることができた生徒を紹介しましょう。
　その生徒は、１年次欠席が多く、引っ込み思案でクラ
ス内でもあまり目立たない存在でした。そんな彼にチャン
スが訪れたのは、１年次の３学期に行われた「新聞を読
んで感想発表会」でした。クラスの代表に選ばれた彼は、
学年全体の前で発表し、見事、最優秀賞に選ばれました。
　これで彼は自信を付けたのか、クラスでは積極的に発
言するようになり、２年次には文化祭や体育祭でクラスの
中心メンバーとして活動し、３年次には生徒会長を務め、
学校の代表として活躍するまでに成長しました。
　生徒はよく磨けば輝く原石と例えられます。しかし、
生徒は十人十色で、同じ磨き方をしても輝くか輝かない
かは人それぞれです。だからこそ、私は輝くためのさま

1990（平成２）年　神奈川県横浜市生まれ。浅野高校（神奈川）を経て、早稲
田大学先進理工学部に進学。卒業後は、他県の高校で2年間講師を務めた後、
2015（平成27）年より金沢学院高校理科教諭となる。

●

総合進学コース担当プロデューサー

金
かね

子
こ

 周
しゅう

平
へい

 先生

●

ざまなきっかけや機会を生徒に与えていきたいと考えて
います。
　本校では、金沢学院大学・短期大学の付属高校とい
うメリットを生かし、いち早く大学・短大の学びを知るこ
とができます。さらに、卒業生を招いての職業懇話会や
企業でのインターンシップ、自分たちで調べて発表する進
路研究の時間を通じて、新しい自分や新しい選択肢に気
づき、なりたい自分を見つけることができます。３年間と
いう限られた時間で一人一人が本当に進みたい道を見つ
けられるよう、たくさんの機会を用意しています。
　中学時代は勉強が苦手だった、という人も大丈夫です。
本校は「学び直し」や「検定取得」に力を入れており、
いざ進みたい道が見つかった時に助けとなる基礎学力の
定着と向上にも力を入れています。金沢学院高校総合進
学コースでなりたい自分を見つけましょう！
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金沢学院大学スポーツ健康学科と
連携した質の高い教育。

１・2年次には「ウエイトトレーニ
ングによる体幹・筋力強化」の授
業を、世界レベルの選手を輩出す
る金沢学院大学の施設を使用して
実施しています。金沢学院大学ス
ポーツ健康学科の教授陣により「科
学的トレーニング」も実習に取り入
れています。

将来の選択肢を広げる
救急法の授業。

3年次には「資格体育」の中で救
急法救急員講習により救急員の資
格を取得します。この資格は日本赤
十字社から認定されており、この資
格を持った教員が分かりやすく最先
端の技術などを教え、生徒が将来
の進路を決める上で選択肢を広げ
ることにつなげています。

スポーツの基礎知識を
身に付ける体育理論。

「体育理論」の授業では、運動の
仕組みやトレーニング論、メンタル
トレーニングや栄養学、テーピング
などスポーツ分野の基礎となる知
識を習得します。3年次にはグルー
プワークで卒業研究を実施し、知
識の習得だけでなく協働性や対話
力も養います。

　　 スポーツコースの
　　 雰囲気を教えてください。

　多くの部活動で華 し々い成績を残しているので、そ
れがお互いの刺激となり、コース全体で強い向上心

が芽生えています。70％が男子生徒で
女子生徒は少なめですが、男子生徒に
負けない元気な女子生徒が集まってい
るため、コース全体にとても活気があり
ます。クラスのチームワークはとても良
く、学校行事等では存分に力を発揮し、
学校全体を盛り上げています。

新田雅士 先生（保体） 荒井大輝 先生（保体）

先生に聞きました
　　　中学時代の競技実績が
　　　特になくても大丈夫ですか?

　スポーツコースは全国から生徒が集まってきてお
り、全員が部活動に加入をしています。中には中学
時代に輝かしい実績を残し、活躍して
きた生徒もいれば、そうではない生徒
もいます。しかし、金沢学院高校で全
国大会に出場し、優勝しようという気
持ちはみんな同じです。頑張る気持ち
があれば実績は関係ありません。一緒
に全国大会を目指し、切磋琢磨しよう。

今は全国大会が目標、
そして大学でも続けていきます。
　自分がまだ中学生の頃、この高校のサッカー部の
試合を見たり部活動体験に参加したりしたときに、1
年生主体で戦っている姿や顧問の北一真先生の熱い
指導が心に響き、ここで自分もサッカーをやってみた
いと思いました。
　スポーツコースでは、体育理論という授業もあり、
スポーツをするために必要な食事や身体のつくり方な
どの日々役立つことを色々学んでいます。また、クラス
は皆仲良く、すごく活発で元気な仲間ばかりで、互い
の部活動の結果やトレーニングの話、悩み事など何で
も話せるとても良い雰囲気です。
　今は全国大会出場を目標に、サッカー部全員で日々
厳しい練習に励んでいます。卒業後も大学でサッカー
を続けていきたいので、勉強も部活も今以上に頑張っ
ていきたいです。

●スポーツコース 3年

北
きた

村
むら

 冠
かん

輔
すけ

さん　野々市市立布水中学校出身

スポーツ系大、トップアスリートへ
運動の仕組みやトレーニング方法、栄養学など部活動に必要な

体育理論とスポーツ分野の幅広い知識を習得します。
金沢学院大学のスポーツ健康学科と連携し、

大学の教員や充実した設備を活用し、アスリートを育てます。

スポーツコース

2019



スポーツコース

　 金沢学院大学人間健康学部スポーツ健康学科　森
もり

 ひかるさん  2017年度卒業

卒業生からの

メッセージ

目指すはスポーツのスペシャリスト！

2021東京五輪へ

　高校生活の中で部活動のパフォーマンスを最大限に発
揮させるためにはどうすれば良いと考えますか？私は、部
活動を一生懸命に行うだけでは限界があると思います。
更なるパフォーマンス向上を目指すためには、多くの知識
を得て経験を積むことのできる充実した環境と設備が必
要だと考えます。
　本校のスポーツコースでは、高校・大学の７年間を通
じてスポーツのスペシャリストを目指します。授業では自
分自身の体力レベルや身体の弱点などを知り、スポーツ
選手にとって大切なトレーニング理論や栄養学、コンディ
ショニング等についても学ぶことができます。将来、スポー
ツインストラクターなどのスポーツ関係の仕事に就きたい
生徒にとって、充実した知識を得ることができるコースと
なっています。
　私も大学でスポーツ科学を６年間学びました。それら
の知識や経験が現在のスポーツコースの体育理論の内容
につながっています。また、高校１年生の２学期から週に

1985（昭和60）年、加賀市生まれ。石川県立大聖寺高校を経て、金沢大学教
育学部に進学。同大学院修士課程修了後、2009（平成21）年より金沢学院高
校保健体育科教諭となる。小学校から水泳を始め、高校時代は北信越大会の
平泳ぎで優勝。高校総体、国体にも出場した。自ら設立した金沢学院高校女子
水泳部は今年の県高校選手権水泳大会の女子総合で7連覇を果たしている。

●

スポーツコース担当プロデューサー

山
やま

本
もと

 裕
ゆう

太
た

 先生

●

１度、金沢学院大学との高大連携授業を実施しています。
本学園ではトランポリンとウェイトリフティングで五輪選
手を輩出した環境が整っており、金沢学院大学人間健康
学部の教授陣と連携し、優秀な指導者や環境を利用した
授業を受けることができます。特に「科学的トレーニング」
の授業では、最大酸素摂取量やバイオメカニクスによる
身体の動きを３次元で測定し、今まで知ることのできな
かった人間の身体について深く知ることが出来ます。この
ような授業を受けることができるのは、金沢学院ならでは
の高大連携授業の特徴だと思います。
　本校のスポーツコースでは、部活動を一生懸命行いな
がら、科学的な知識と経験を身に付け、スポーツパフォー
マンスを向上させることができます。中学校では大きな成
績がなくても、高い意識と学ぶ意欲が皆さんを大きく成
長させます。是非本校のスポーツコースで大成できるよう、
一緒に頑張りましょう！

｜進路実績｜〈過去3年間の実績〉

● 大 学
【私 立 大】

● 短 大

●専門学校

● 就 職

スポーツコース　（　）内は学部 

私立大学

50％

短期大学
12％

専門学校
11％

就職
26％

その他1％ 金沢学院大学 ( 文・人間健康・経済・経済情報・経営情報 )、日本大学 ( 文理 )、
立命館大学 ( 産業社会 )、上武大学 ( ビジネス情報 )、駿河台大学 ( 法 )、
流通経済大学 ( 経済・スポーツ健康 )、神奈川大学 ( 法 )、東京農業大学 ( 国際食料情報 )、
富山国際大学 ( 現代社会 )、金沢工業大学 ( 工・情報フロンティア )、金城大学 ( 看護 )、
北陸大学 ( 医療保健・経済経営・薬 )、福井工業大学 ( 工 )、中京学院大学 ( 経営 )、
中部学院大学 ( スポーツ健康科学 )、愛知学院大学 ( 商 )、愛知産業大学 ( 経営 )、
至学館大学 ( 健康科学 )、東海学園大学 ( スポーツ健康科学 )、名古屋商科大学 ( 経営 )、
日本福祉大学 ( 経済・社会福祉・スポーツ科学 )、四日市大学 ( 総合政策 )、
びわこ成蹊スポーツ大学 ( スポーツ )、龍谷大学 ( 文 )、同志社女子大学 ( 現代社会 )、
大阪行岡医療大学 ( 医療 )、大阪観光大学 ( 観光 )、大阪産業大学 ( 経済 )、
大阪商業大学 ( 総合経営 )、大阪総合保育大学 ( 児童保育 )、大阪体育大学 ( 体育 )、
神戸学院大学 ( 法 )、宝塚医療大学 ( 保健医療 )、福岡大学 ( スポーツ科学 )

金沢学院短期大学 ( 現代教養・食物栄養・幼児教育 )、金城大学短期大学部 ( 幼児教育 )、
高山自動車短期大学 ( 自動車工 )

石川県立保育専門学園、石川県立七尾産業技術専門校、石川県調理師専門学校、
石川県理容美容専門学校、大原医療福祉・製菓 & スポーツ専門学校、
大原簿記法律観光専門学校金沢校、金沢科学技術専門学校、金沢調理師専門学校、
金沢文化服飾学院、国際医療福祉専門学校、国際ホテル＆ブライダル専門学校、
スーパースイーツ製菓専門学校、専門学校金沢美専、北信越柔整専門学校、
東京スポーツレクリエーション専門学校、日本工学院八王子専門学校、
バンダイゲームアカデミー専門学校、大原スポーツ公務員専門学校、東海医療工学専門学校、
東海工業専門学校金山校、京都歯科医療技術専門学校、大阪観光専門学校、
大阪歯科衛生学院専門学校

石川県警察、かほく市消防署、陸上自衛隊中部方面隊、TOYOTIRE㈱、YKKAP㈱、
YKK㈱黒部事務所、石川サンケン㈱、エアービジュー　、金沢森林組合、金沢東急ホテル、㈱BKT、
㈱JMテック白山事業所、㈱石倉工業、㈱一門会　串カツだるま、㈱エムアンドケイ、
㈱オフィスべっぴん、㈱金沢東急ホテル、㈱後藤塗装、㈱さくら、㈱サンウェルズ、㈱スカイ、
㈱中央倉庫、㈱トランテックス、㈱ナナキ、㈱西野製作所、㈱白山機工、㈱ムラセン、㈱村田製作所、
北川瀝青工業㈱、コスモ石油四日市製油所、小松マテーレ㈱、コマニー㈱、日本相撲協会、
社会福祉法人津幡町福祉会、大京㈱、武内プレス工業㈱、竹雄自動車㈱、辰巳建設㈱、東振精機㈱、
東和㈱、日本相撲協会、邦和建設㈱、松浦建設㈱、㈲丸三水産、㈲山龍組、若松梱包運輸倉庫㈱
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　私は4歳の頃からトランポリンを始めました。回転やひねりを加えるなど、より高度な技を修得するた
め強いチームに所属し、中学2年生のとき全日本選手権で最年少優勝しました。そしてさらなる高みを
目指すため、東京から日本トップクラスの指導者や練習環境が整ったこの金沢学院高校に来ました。
　スポーツコースには、様々な競技のハイレベルな選手達が全国から集まっており、日頃から他の
競技の練習方法やスケジュール、トレーニング方法を聞くことができ、とても勉強になりました。ま
た、調子が悪くて落ち込んだときも，周りの選手の頑張りを見て、自分ももっと頑張ろうと思ったとき
もありました。
　現在は2021東京オリンピックに出場するため、日々猛練習をしています。そして出場だけでなく、
メダルを獲得し、いつも応援・支援してくださる方々に恩返しをしたいと強く思っています。
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金沢学院大学の芸術学部と
連携した美術教育。

本校では、高大連携教育をはじめと
した全国的にも類を見ないカリキュ
ラム、充実した設備により美術教育
を実践しています。直接大学教員の
指導を通年で受けることができるほ
か、作品制作を通した大学生との交
流活動も積極的に行われています。

知識・技術に人の心理も
デザインの総合力の向上。

デザインの知識・技術を基礎から学
ぶことは大切ですが、社会に必要と
されないデザインでは、あまり意味
がありません。３年間をトータルで
見据え、知識・技術に加え、人の
心理やマーケティング的戦略も研究
し、社会に愛される作品を創り出せ
るよう、デザインの総合力を高めて
いきます。

パソコンを使ったCGや
動画編集、アニメーションまで。

デジタルでイラストやキャラクターを
生み出すには、まず「手で描ける力」
が必要です。さまざまな絵コンテや
イラストを通じて基礎的なデッサン
力を学び、デジタルでの表現に厚み
が出るようにします。さらに動画編
集方法やアニメーションの仕組みを
学んでいきます。

　　大学の先生の授業は難しそう。
　　 高大連携授業について教えてください。

　丁寧に教えますので、安心してくださ
い。高大連携授業では、大学施設も使っ
て『絵画、造形、デザイン、映像、メ
ディア』の5分野をオムニバス形式で体
験していきます。美術の面白さ、奥深さ
や多様性を大学の先生から学べること
やプロの現場でも使われている道具で
の制作体験は、他校では得られないも
のになるでしょう。

先生に聞きました
　　　デッサンに自信がありません。
　　　授業についていけるでしょうか。

　やってみたい！おもしろそう！うまくな
りたい！この分野に対して心から楽しめ
る気持ちがあれば、デッサンに自信が
なくても大丈夫です。大切なのは制作
の手順を実際に体験して、専門的な技
術と知識を身に付けることです。本コー
スでは基礎からしっかり学び、成長で
きる授業内容を用意して、一人一人を
サポートします。

新しく楽しい体験は
創造の世界を広げます。
　私は幼い頃から絵を描くことが好きでした。
初めは見様見真似で、そして今は自分のイメー
ジで何回も描いているうちに、もっと自分の画
力を向上させたいと思うようになりました。そこ
で、他校では学べないような美術に関する深い
知識を身に付けたいと考え、本校の芸術デザイ
ンコースを志願しました。
　このコースでは他コースより美術の授業が多
く、紙に絵を描き作品制作することはもちろん、
ペンタブや動画ソフトなどデジタルツールを駆使
してデザインすることもあり、より創造の世界を
広げていくことができます。こういった授業は未
経験でも楽しく学べ、学習意欲が高まります。
　卒業後は大学でさらに深い知識を身につけた
いと思っています。将来は世界を股に掛け、ジュ
エリーやファッションを通して一人でも多くの人
を幸せにしたいです。

●芸術デザインコース 2年

谷
たに

 美
み

苗
なえ

さん　金沢市立泉中学校出身

夢は美術系大、アーティスト
金沢学院大学芸術学部と連携し、職業につながる美術教育を実践します。

イラストからCG、動画編集まで、
これからの時代に注目される分野を基礎から学びます。

芸術デザインコース

村谷聡志 
金沢学院大学
芸術学部 講師

児島新太郎  
金沢学院大学　
芸術学部 准教授
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芸術デザインコース

金沢学院大学芸術学部芸術学科　大
おお

西
にし

 くるみ さん  2018年度卒

　私は幼い頃から絵の教室に通うほど、描くことが大好きでした。高校でもより専門的なことを学
びたいと思い、金沢学院高校の芸術デザインコースを選びました。
　入学してから油絵を描きましたが、これまでのものとは違い力強さや独特の面白さがあります。
また授業の一環として、何十回と美術館に足を運び、油絵・日本画・造形などの表現力豊かな作品
を見て、多くのことを学ぶことができました。卒業制作では、前から興味があった造形にも挑戦し
てみたいと思い、紙粘土で大きな鯉を制作しました。完成したときの達成感が清々しく、美術の楽
しさを改めて実感できました。
　大学では日本画に挑戦しており、おっとりとした柔らかさと日本らしい奥深さを感じます。何年
も美術を楽しんできましたが、これからも美術を身近に感じながら生活していきたいです。

卒業生からの

メッセージ

日々小さな「憧
あこが

れ」を持ちましょう！

油絵、造形、日本画へと挑戦

　美術を学んでいく上
で最も重要なのが、「憧
れ」を持ち続けること
です。美術という分野
の中には、絵画・彫刻・
映像・メディア・デザ
イン・アニメ・パフォー
マンスなど、数多くの
ジャンルが存在します。
ただ共通しているのは、

「限りなく自らを表現
する」ということです。
　私は高校に入り本格
的に美術を学び始めま
した。現在は洋画家と

しても活動していますが、その洋画の世界に足を踏み入
れたのも高校が最初でした。徐々に洋画の技法や表現方
法、歴史を学んでいくと、これほどまでに魅力的な世界が
あるのかと感動したものです。
　大学を選ぶ際に最も重要視したのが、指導者の存在で
した。ちょうど金沢学院大学に芸術学部が新設され、当
初は美大を受験予定でしたが、本学の指導者の熱意に心
打たれ学院大への進学を決意しました。入学後は恩師と
なる村田省蔵先生から、作家としての生き方や考え方な
どを教わり、自分の人生の基盤となる大切な部分を作っ
ていただきました。常に作家としてこうありたいという理
想は、今でもブレることはありません。残念ながら先生は
もう逝去されましたが、過去私が先生から教わったよう

1982（昭和57）年、金沢市生まれ。石川県立辰巳丘高校を経て金沢学院大学
美術文化学部美術工芸学科（現・芸術学部芸術学科）で洋画家の故村田省蔵氏
に師事。同大美術文化専攻科修了後の2005（平成17）年より金沢学院高校
芸術科教諭となる。03年に日展、現代美術展に初入選。日展は07年以降毎年
入選。13年、日展特選受賞、17年、現代美術展美術文化特別賞受賞。白日会
会員、日展会友、一般財団法人石川県美術文化協会会員。

●

芸術デザインコース担当プロデューサー

青
あお

木
き

 良
よし

識
のり

 先生

●

に、今は私が高校生に、日々小さな「憧れ」を持っても
らうことを最も大切にした指導をしております。
　ここ数年、特に高校生に人気があるのが、立体造形表
現、デジタルイラスト表現です。教員側で特に制限を設
けることはなく、生徒自らが「表現してみたい世界観」を
可能な限り形にしていきます。与えられた課題のみをこな
すのではなく、自らの考えや想いに責任を持ち納得のいく
完成まで作品を仕上げる、そしてさまざまな人に自作を
鑑賞してもらう。このことは自信につながります。今日は
どんな作品を作ろうか、今日はどんな作品を調べてみよう
か、とワクワクしながら学校に来ることができます。
　芸術デザインコースの生徒は日々、美術室で過ごす時
間にあふれています。たくさんの美術資料や、材料素材、
開放的な空間に囲まれ、納得がいくまで自作と向かい合
うことができます。また、高大連携授業を通して大学教
員の指導や専門的な施設も活用することが可能です。ま
さに可能性は無限大です。日々の小さな「憧れ」が豊か
な高校生活となってくれるように願ってやみません。

金沢学院大学芸術学部との連携をさらに強
化し、将来につながる芸術教育を実践します。
従来より行われてきた大学教員による授業を
2015年度から通年に拡充しました。また、大
学教員の指導の下で行う卒業制作、大学生
と合同で行う制作合宿など、金沢学院高校だ
から可能となる高大連携の教育環境が整え
られています。

｜大学芸術学部と一体化した芸術教育の実践｜

飯田 栄治 教授 市島 桜魚 教授 平木 孝志 教授西田 伸一 教授

越田 久文 准教授 羽場 文彦 准教授 廣根 礼子 准教授 吉田 一誠 准教授

荒川 昭広 准教授

｜進路実績｜〈過去3年間の実績〉

● 大 学
【私 立 大】

● 短 大

●専門学校

● 就 職

芸術デザインコース　（　）内は学部 

その他
10％

私立大学

49％

短期大学
17％

専門学校
16％

就職
8％

金沢学院大学 ( 文・人間健康・経済情報・芸術・経営情報 )、九州産業大学 ( 芸術 )

金沢学院短期大学 ( 現代教養・幼児教育 )、金城大学短期大学部 ( 美術 )

石川県理容美容専門学校、金沢ウェディング・ビューティー専門学校、金沢製菓調理専門学校、
金沢文化服装学院、スーパースイーツ製菓専門学校、大原情報デザインアート専門学校、
職藝学院、HAL 大阪

㈱川本、㈱ケイズ、㈱名鉄丸越百貨店、北國リース㈱
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［卓球部］ 部員一人一人がそれぞれ
の目標に向かって日々の練習に取り
組んでいます。技術面だけでなく、
人間性も同時に磨きながら、文武
両道を実践しています。今後も、多
くの人から応援してもらえるチーム
を目指して頑張ります。

［バドミントン部］ 「限界は天高くに」をモットーに、男女とも全
国で活躍した者や県大会出場した者が集って、全国で活躍でき
るチームを目指し、日々頑張っています。みなさん、学院流の
バドミントンを学び、高校で部活を頑張ってみませんか。

［野球部］ 「一人一役・全員主役」を
チーム方針とし、全員がチームの勝
利につながるよう、自らが感じて・
考え・行動できる人材の育成を目指
しています。県内でもトップクラス
の野球専用施設を有し、初の「甲
子園」に向かって、日々精進してい
ます。

［トランポリン部］ 全国大会出
場や国際大会代表を目指し、
全国各地から選手が集まり練
習に励んでいます。充実した
環境で金沢学院大学のトップ
レベルの大学生と練習するな
かで、「人間力なくして競技
力の向上なし」のもと、高い
技術を身に着けていきます。

［柔道部］ 夏のインターハイや
春の選手権大会など、全国大
会での入賞や出場を目標に、
日々、金沢学院大学の学生と
稽古に励みトレーニングで汗を
流しています。そうした活動を
通じ「自己の形成」や「人間
性の育成」を目指しています。
一緒に頂点を目指しましょう！

［サッカー部］ 「自主・自
立」をモットーにサッカー
競技はもちろん、さまざ
まな場面で自ら考え判断
し行動できる人間を目指
します。今年の目標は県
リーグにおいて２チーム
ダブル昇格と総体・選手
権大会優勝です。自分
自身に厳しく、チーム内
で意見を言い合い仲間
を大切にする集団に成長
していきます。

運 動 部 へ よ う こ そ ! 　 　  　

バドミントン部
大会実績 【2018年度】●県高校総体  男子団体３位  ダブルス２位／女子団体3
位　●北信越高校総体  男子団体３位  ●県新人  男子団体２位／女子団体2位  
●北信越選抜  男子団体ベスト８／女子団体ベスト８  ●中部日本大会　女子ダブ
ルスベスト８

【2019年度】●県高校総体  男子団体２位  シングルス優勝／女子団体２位  ●県
高校新人  男子団体2位／女子団体2位  シングルス優勝  ダブルス2位  ●北信越
選抜  女子シングルス3位  ダブルス優勝  ●中部日本大会  女子シングルス3位

卓球部
大会実績 【2018年度】●県高校総体  男子団体2位／女子団体2位  ダブルス3位  
●県高校新人  男子団体2位／女子団体2位  女子ダブルス優勝  シングルス3位  
●北信越選抜大会  女子団体3位  ●全国選抜大会  女子団体  出場 

【2019年度】●県高校総体  男子団体2位  男子ダブルス3位  男子シングルス3位   
●北信越高校総体  男子団体3位  ●全国高校総体  男子シングルス出場  ●県高
校新人  男子団体2位  ダブルス3位／女子団体2位  ダブルス3位  ●北信越選抜  
男子団体2位／女子団体3位  ●全国選抜大会  男女団体出場

トランポリン部
大会実績 【2018年度】●県高校総体  男子団体2位  個人2位／女子団体優勝  
個人優勝  ●全国高校選手権大会  男子団体2位／女子団体優勝  個人2位  
●アジアジュニア選手権大会  男子個人優勝  ●ユースオリンピックトランポリン
競技  男子個人出場

【2019年度】●県高校総体  男子団体優勝  個人優勝／女子団体優勝  個人2位
●第27回世界年齢別トランポリン選手権大会  男子個人出場／女子個人出場  
●全国高校選手権大会  男子団体2位／女子団体優勝  個人優勝  ●県高校新人  
男子個人優勝／女子個人優勝　

柔道部
大会実績 【2018年度】●県高校総体  女子団体２位  ●北信越高校総体  女子団
体３位　個人優勝  ●全国高校  女子個人５位  ●県高校新人  女子団体優勝  個
人優勝（５階級）  ●県選手権  女子団体優勝

【2019年度】●県高校総体  女子団体２位   個人戦  優勝（３階級）  ●北信越高
校総体  女子団体５位  個人優勝（２階級）  ●全国総体出場（3階級）  ●全日本
ジュニア出場  ●県高校新人  男子団体5位  男子個人3位（2階級）／女子団体優
勝  女子個人優勝（5階級）

サッカー部
大会実績 【2018年度】●県高校総体  3位  ●県選手権大会  準優勝  ●県高校
新人  2位

【2019年度】●県高校総体  準優勝  ●北信越高校総体  準優勝  ●県高校新人  
ベスト8  ●県選手権大会  ベスト8

剣道部
大会実績 【2019年度】●県私立高校大会  男子個人準優勝／女子個人第3位
●県高校総体  女子団体ベスト８  ●県高校新人  女子団体ベスト8

ラグビー部
大会実績 【2018年度】●全国高校選抜女子セブンズラグビー北信越選抜3名
●北信越国体女子ラグビー石川県代表3名  ●U18-男子北信越ブロック代表1名

【2019年度】●全国高校選抜女子セブンズラグビー北信越選抜1名  ●北信越国
体女子ラグビー石川県代表1名  ●北信越高校ラグビーフットボール競技大会出場

（合同チームとして男子３名）

野球部
大会実績 【2018年度】●第138回北信越地区高等学校野球石川県大会  第3位
●第100回全国高等学校野球選手権記念石川大会  準優勝
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［ウエイトリフティング部］ 全国大会での優勝、
入賞をめざし、日々練習に取り組んでいます。
この話を聞いて、「私には無理！」、「高校入学
前から競技を続けている人が多いんでしょ？」
と思った人も安心してください。高校から競技
を始める人がほとんどなんですよ。

［水泳部］ 石川県内のスイミング
クラブと金沢プールを利用し、
日々練習に励んでいます。

水泳部
大会実績 【2018年度】●県高校総体  男子総合2位／女子総合優勝  ●北信越
高校総体  男子総合4位／女子総合2位  ●県高校新人  男子競泳の部優勝／女
子3位

【2019年度】●県高校総体  男子2位／女子総合優勝  ●県高校新人  男子2位
／女子総合優勝

相撲部
大会実績 【2018年度】●県高校相撲七尾大会  個人優勝  ●全国高校相撲金沢
大会  団体２位  ●県高校総体  団体優勝  個人優勝・２位  ●全国高校相撲宇佐
大会  団体３位  ●県高校相撲新人大会  団体優勝  ●全日本女子相撲選手権大
会  個人重量級３位  ●全国高校相撲弘前大会  団体３位  個人３位  ●全国高校
相撲選抜大会  個人優勝

【2019年度】●県高校相撲七尾大会  団体優勝  ●全日本相撲個人体重別選手権
大会  重量級優勝  ●県高校総体  団体優勝  個人優勝・２位  ●全国高校総体 団
体３位  ●全国高校相撲十和田大会  個人優勝  ●全国高校相撲宇佐大会  個人
優勝・２位  ●世界ジュニア相撲選手権大会  個人重量級優勝

ウエイトリフティング部
大会実績 【2018年度】●県高校総体  個人優勝  ●北信越高校総体  個人優勝  
●全国高校総体  団体優勝  個人優勝  ●国民体育大会  個人優勝  ●全国高校
選抜  個人2位

【2019年度】●県高校総体  個人優勝  ●全日本ジュニア  優勝  ●北信越高校
総体  個人優勝

弓道部
大会実績 【2019年度】●県高校総体  個人準決勝進出

ソフトボール部
大会実績 【2018年度】●県高校春季  ベスト8

【2019年度】●県高校新人  ベスト8ゴルフ部
大会実績 【2018年度】●県高校選手権  男子団体2位  個人3位／女子個人優
勝  ●県高校新人選手権  男子団体2位  ●北陸ジュニア  男子個人優勝

【2019年度】●県高校選手権  男子団体2位  個人2位／女子個人3位  ●県高
校新人選手権  男子団体優勝  個人2位・3位／女子個人優勝  ●県ジュニア  女
子個人2位

バスケットボール部
大会実績  【2018年度】●県高校張江杯  男子2位／女子ベスト８  ●県高校総体  
3位／女子ベスト8  ●県高校選手権  優勝  ●ウインターカップ出場  ●県高校
新人  男子3位/女子ベスト8  ●県高校新人選抜  男子2位／女子ベスト8  ●北
信越高校新人  男子ベスト８

【2019年度】●県高校張江杯  男子3位／女子ベスト8  ●県高校総体  男子3位  
●県高校新人  男子ベスト4／女子ベスト8

［相撲部］ 部員は、未経験者から大相撲入門希望者ま
で幅広く在籍しております。過去には炎鵬関をはじめ
５名の関取を輩出しました。昨年は全国高校総体で
団体３位に入賞することができました。練習環境や指
導面など、どこにも負けません。一緒に日本一を目
指しましょう。

［バスケットボール部］ イン
ターハイやウインターカッ
プなどの全国大会で活躍す
ることを目標に、日 ト々レー
ニングと練習に励んでいま
す。部活動以外でも、さま
ざまな場面で自ら考え判断
し行動できる人間を目指し
ています。人間力を高めな
がら、一緒にバスケットボー
ルを楽しみましょう。
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［女子バレーボール部］ 
2017年度の県高校総体でベスト
４入りを果たし、昨年度は全日本バ
レーボール高等学校選手権大会（春高
バレー大会）石川県大会決勝に進出するま
でにチーム力を上げてきました。卒業生は国立大学
への進学や大学バレー界での活躍など、個としての
成長も挙げています。選手の主体性を伸ばし、選手
個々の「心・技・体」の成長を促し、県大会優勝・
全国大会出場を目指し努力しています。

［ソフトテニス部］ 「やるなら1番（日本一）」を目指して
日々努力しています。最近は、技術より「心」の強化
を重要視しています。感謝の気持ち、目配り、気配り
ができるように、ソフトテニスだけでなく勉学や奉仕の
精神、家庭での手伝いなど、ソフトテニス以外のとこ
ろから「心」の強化を図っています。

［チアダンス部］ 部員皆仲よく、
元気に活動しています。活動
は高校相撲金沢大会、高校野
球での演技や地域のさまざま
なイベント出演です。毎年秋に
行われる ALL JAPAN CHEER 
DANCE CHAMPIONSHIP 関
西大会にも出場経験がありま
す。多くの人たちに笑顔と元気
をお届けできるように日々の練
習に頑張っています。

［和太鼓部］ 和太鼓部は創部12年目。ほぼ全員が初心
者の状態で入部しています。「聴いてくださる方々を元
気に」をモットーに、地域のイベントなどに参加してい
ます。部活動を通じて、社会貢献することの大切さを
体感しています。

吹奏楽

［吹奏楽部］ 今春４０名の新入部員を迎え、県内最大
１００名超の吹奏楽部に成長。「愛される吹奏楽部」「音
楽を（で）学ぶ＝人を（で）学ぶ」を合言葉に、国内屈指
の吹奏楽指導者：斉藤忠直先生とともに「日本一の吹
奏楽部」を目指します。

女子バレーボール部
大会実績 【2018年度】●県高校総体  3位  ●県選手権  3位  ●県高校新人  ベ
スト8

【2019年度】●県バレーボール祭（高校の部）  3位  ●県高校総体  3位  ●春高バ
レー県予選  2位

吹奏楽部
大会実績 【2019年度】●県吹奏楽コンクール（A部門）  銀
賞  ●県個人重奏コンテスト  金賞  ●県アンサンブルコンテ
スト（Cl.8）  銀賞  ●いしかわ吹奏楽コンクール新人戦  銀賞  
●2020東京オリンピック聖火リレーイベント他、多数のイベン
トに出演

和太鼓部
過去の実績 ●全国総文化祭  過去3回出場、日本太鼓ジュニ
アコンクールに1度出場  ●日本太鼓ジュニアコンクール石川
県大会では優秀賞1回、特別賞7回。

チアダンス部
過去最高実績 ●ALL JAPAN CHEER DANCE
 CHAMPIONSHIP 2013  関西大会  Small 編成３位

軽音楽部
大会実績 ●中部地区高等学校軽音楽部対抗バンドバトル
2017  優秀賞  ●中部地区高等学校軽音楽部対抗バンドバ
トル2018出場  ●第1回近畿北陸高等学校軽音楽コンテス
ト出場  

美術部
大会実績 【2018年度】●全国総合文化祭  立体部門  出展
●県高校総文良賞、佳作  ●高文連金沢地区美術展  佳作　
●志賀町を描く美術展  一般の部奨励賞、入選

【2019年度】●県高校総文  写真部門優秀賞  美術工芸部門
優良賞  ●高文連金沢地区美術展  優秀賞

放送部

茶道部

JRC部

料理部

パソコン部

金沢学院ラーニング部

硬式テニス部
大会実績 【2018年度】●県高校総体  男子ダブルス  ベスト32  ●県高校総体　
男子団体  ベスト16  ●県高校新人  男子シングルス  ベスト32

【2019年度】●県総体男子ダブルス  ベスト32  ●県高校新人  男子シングルス  
ベスト32

陸上部
大会実績 【2018年度】●県選手権  女子リレー5位  ●県高校総体  男子個人3位
／女子個人7位  リレー5位

【2019年度】●県選手権  男子リレー2位  ●県高校総体  男子リレー2位  個人4
位／女子個人6位  ●県高校新人  男子リレー6位  個人3位  ●北信越高校新人  
男子個人出場  ●県高校駅伝  男子6位

ソフトテニス部
大会実績 【2018年度】●県高校総体  男子団体３位  個人３位／女子団体優勝  
個人２位・３位  ●ハイスクールジャパンカップ  女子シングルス出場  ●全国高校
総体  男子個人出場／女子団体  ３回戦進出  個人５回戦進出  ●全国高校選抜  
女子出場

【2019年度】●県高校総体  男子団体２位/女子団体優勝  個人優勝・３位  ●ハイ
スクールジャパンカップ  女子シングルス、ダブルス出場  ●全国高校総体  女子団
体・個人出場  ●県高校新人  男子団体2位  個人3位／女子団体優勝  個人2位

 文 化 部 も 個 性 い っ ぱ い !  　
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本日も定番
カレーセット

340円
食欲そそる

ビビンバ丼定食
390円

ボリューム満点
お味噌汁・冷や奴

フルーツ付き
天丼定食
390円

⃝入学前
　オリエンテーション
⃝入学式
⃝進路ガイダンス（3年）

⃝遠足
⃝開学記念日
⃝高校相撲金沢大会

⃝県高校総体・総文
⃝文化教室
⃝北信越高校総体
⃝進路ガイダンス（2年） ⃝スポーツ大会

⃝全国高校総体・総文
⃝インターンシップ（2年）

⃝新人大会（前期）
⃝清鐘祭（文化祭）

⃝スポーツ祭
⃝職業懇話会（1年）
⃝クリーンアップ末町（3年）
⃝進路ガイダンス（1年）

⃝新人大会（後期）
⃝模擬選挙（3年）
⃝台湾修学旅行（2年）
⃝進路ガイダンス（2年）

⃝スポーツ大会
⃝金沢学院大・
　短大体験授業（1・2年）

○推薦入試
⃝大学入学共通テスト

◦一次試験
⃝新聞を読んで
　感想発表会 ⃝卒業式

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
April May June July August September October November December January February March

みんな大好き
ハンバーク定食

390円

デザートにいかが
シューアイス 70円

先生にも大好評
唐揚げ定食

390円

かけそば 210円豚骨ラーメン 260円塩ラーメン 260円

豊富なメニューでとっても安い!!
朝食から夕食まで利用できる生徒の心強い味方。

メニューの一例をご紹介しましょう。

スタミナもりもり
照り焼きチキン定食

390円

School  Life
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バスケットボール部所属 小中出さんの一日を紹介します。

｜ 充 実 の 施 設 ｜ 学 び の ス テ ー ジ は 校 外 に も

入学のときから清鐘寮に入居しています。寮の部屋は冷暖房完備でバス・トイレ付き。
食事は学校のカフェテリアで朝昼夕の3食付で大満足です。

勉強と部活動を両立させて、充実した高校生活を送りたいです。

得意科目は数学です。

ハンバーグ定食がお気に入りです。小
こ

中
なか

出
で

 拓
たく

巳
み

さん
特別進学コース3年
加賀市立錦城中学校出身

勉強も、寮の仲間と楽しく。

AM	 6:30
AM	 7:30
AM	 8:25
PM	 0:10
PM		 0:55
PM	 4:00
PM	 8:00
PM	 8:45
PM	 9:30
PM	11:00

起床
カフェテリアで朝食
授業
カフェテリアで昼食
授業
部活動
カフェテリアで夕食
寮に帰宅
勉強
就寝

寮
に
は
、

楽
し
い
仲
間
が

い
っ
ぱ
い
。

香林坊ラモーダ教室

学 生 寮〈 清 鐘 寮 〉

白山麓研修センター

香林坊ラモーダ教室は、人気のセレクトショップやモダンなカ
フェ、テレビスタジオが入居する香林坊ラモーダ＝写真右＝
の９Ｆにあります。主に特別進学コースの土曜講座、長期休暇
中の進学講座で年間約30日ほど利用しています。「街で学べ
る」金沢学院高校自慢の施設です。

白山麓研修センターは、霊峰「白山」の麓、美しい山河に囲ま
れた研修施設です。宿泊室をはじめ、研修室、温泉浴室などを
完備し、夏の進学合宿などで利用しています。夜には星もキレ
イに見える素敵な施設です。
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千代野コース
松任コース 野々市コース

寺井コース

鶴来コース

金石コース

内灘コース

上諸江コース

津幡コース

森本コース

高松コース

高松駅前

能瀬

かほく
市役所
前

河北台
中学校
前

若松西

神谷内

鳴和

南御所

津幡シグナス

津幡中央
向陽台

鶴ケ丘
5丁目

医科大前

上諸江

粟崎
2丁目

近岡

問屋町
2丁目

大豆田

みずき
団地口木越

津幡
駅前

東署前

旭町

金石
バスターミナル

観音堂

畝田

北町

中橋

増泉
1丁目

片町

入江
1丁目

南
四十万

小柳

鶴来駅

額中学校
前

扇台
小学校
前

伏見台
小学校
前

錦丘
高校前

北辰
中学校
前

野々市
中学校
前 泉野出町

1丁目

野々市中央 久安南

平和町

大桑
タウン

八日市
出町

二万堂
有松

泉野
1丁目

猿丸
神社前

千代野東
1丁目

御経塚
中

河田
駐在所
前

寺井庁舎前

辰口
和光台

辰口
温泉口

山田
先出

高尾南
2丁目 窪南

山島台
1丁目

内灘町

河北潟

津幡町

かほく市

野々市市

白山市

美川I.C.

白山I.C.

金沢西I.C.

金沢東I.C.

JR北陸本線

北陸自動車道北陸
自動
車道

北
鉄
石
川
線

北
鉄
浅
野
川
線

北陸新
幹線

IRいしかわ鉄道線

森本I.C.

川北町

鶴来

寺井町

能美市

七
尾
線

森本駅

名鉄
森島台

松任駅
北口

野町

金
沢
駅

大阪屋
ショップ
三納店前

北陸鉄道に委託で
通学の安全・安心を担保

充実の11路線で
金沢市内・近郊を完全カバー

通学距離に合わせた
お得な料金設定

　　のバス停は、月 12,900円 （片道 6,900円）
　　のバス停は、月 11,200円 （片道 6,000円）
　　のバス停は、月   8,600円 （片道 4,700円）

■JR・IR定期代相当を学校が負担
　対象：松任以南～松任駅間のJR定期購入者で、バス停「松任駅北口」利用者
　　　　高松以北～高松駅間のＩR定期購入者で、バス停「高松駅前」利用者

スクールバス料金
について

※路線・バス停は暫定的なものであり、申込人数等の理由で変更になることがあります。
※復路も往路と同じバス停に停まります。
※運行は平日のみとなります。
※料金は変更となる場合があります。
※申込人数によっては利用できないことがあります。

通学時間と交通費を大幅に節約します。
登校時　各コースとも８時15分に高校へ到着します。
下校時　通常は16時10分に高校を出発します。
　　　　部活動の生徒には「部活バス」として
　　　　19時15分に高校を出発します。
※出発時間は変更になることがあります。

高松駅前 かほく市役所前河北台中学校前 能瀬 旭町
高松コース

津幡中央 神谷内森本駅 鳴和 南御所
森本コース　　

医科大前 粟崎2丁目向陽台鶴ケ丘5丁目 近岡 問屋町2丁目 若松西
内灘コース

津幡駅前 木越みずき団地口 東署前津幡シグナス
津幡コース

金石バスターミナル 畝田観音堂 北町 中橋
金石コース

鶴来駅 南四十万小柳 額中学校前 扇台小学校前 伏見台小学校前 有松
鶴来コース

野々市中央 野々市中学校前 大阪屋ショップ三納店前 高尾南2丁目 窪南 錦丘高校前 泉野出町1丁目

泉野1丁目 猿丸神社前

野々市コース
千代野東1丁目 御経塚中 八日市出町 二万堂 平和町

千代野コース

上諸江 大豆田 入江1丁目 増泉1丁目 片町
上諸江コース

寺井庁舎前 辰口和光台河田駐在所前 辰口温泉口 山田先出 山島台1丁目 名鉄森島台 北辰中学校前
寺井コース

松任駅北口 大桑タウン久安南
松任コース

金
沢
学
院
高
校
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卯辰山

金沢森本I.C. 金沢学院大学・短大

金沢学院高等学校

金沢
東 I.C.

金沢西I.C.

↑富山

小立野

末町

金沢医療
センター●

大学病院
●

●
兼六園

●
　循環器
  病院

 ●
石川県庁

 ●テレビ金沢

寺町一丁目

JR金沢駅

JR北陸本線

←富山

福井→小松→福井→

←金沢港

←内灘

←金石

犀川大橋

下菊橋

浅野川大橋

山側環状線

土清水

犀川

浅
野川

野町広小路

★

北
陸
自
動
車
道

金沢学院高等学校
〒920 -1393　石川県金沢市末町10
TEL.076-229 -1180 ㈹
FAX.076-229 -3484
http://www.kanazawa-ghs.jp/


