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もうすぐ中間テストです！

どのクラスも、中学校生活最後の合唱コンクールにむけてがんばっています。

パート練習から始まり、全員で合わせて最後はリハーサルと

計画的に取り組みをすすめていましたね。進路の取り組みも、

そろそろまとめの時期です。１～３年の学習内容の確認が

終わり、問題演習を始めている人も多いことでしょう。

そして、11 月 12 日(水)・13 日(木)は中間テストです。

今から計画的に取り組んでいきましょう。

学校名 期日と時間 校内締め切り

翔洋 入試説明会 11 月 15 日（土）９：００～ １０/３１（金）

山陽オープンキャンパス 11 月 15 日（土）９：３０～ １１/６（木）

安芸 オープンスクール 11 月 15 日（土）１０：３０～ １０/２９（水）

小井手ファッションﾋﾞｭｰﾃｨｰ 11 月 16 日（日）１３：００～ １１/７（金）

体験入学会

祇園北オープンキャンパス 11 月 22 日（土）１０：００～ １１/７（金）

国泰寺（定時） 11 月 22 日（土）１８：００～ １１/７（金）

オープンスクール （夜間のため保護者同伴で参加）

KTC オープンキャンパス 11 月 22 日（土）１３：００～ １１/１２（水）

12 月 21 日（日）１３：００～ １２/１１（木）

基町 保護者対象 11 月 29 日（土）９：００～ 申し込み不要

入試個別相談会

舟入中学生・保護者 11 月 29 日（土）１０：００～ 申し込み不要

対象入試説明会

オープンスクール 参加報告

広島県瀬戸内高等学校 9月27日（土）実施

※入試情報

＊推薦入試 2 月 3 日（火） 一般入試 2 月 19 日（木）20 日（金）

※感想・反省点など

＊校舎がとてもきれいでした。色々なコースもあってすごいなと思いました。

学食の試食もあってとてもおいしかったです。

広島市立広島工業高等学校 9月27日（土）実施

※感想・反省点など

＊自動車科に興味があったので、そこを見学しました。工業高校の先輩たちはみ

んなわかりやすく丁寧に教えてくださったので、車のエンジンについて、道具

の種類、使い方などが初めてわかったのでとてもうれしかったです。礼儀があ

まり正しくなかったのが反省です。

広島県立広島国泰寺高等学校 9月27日（土）実施

※入試情報

＊昨年度より普通科の定員が 40 名減って 200 名になる。そのうち選抜Ⅰは 40 名

選抜Ⅱは 160 名。160 名のうち２０％は当日のテストが優秀な人が選ばれる。

理数コースは、選抜Ⅰ 40 名、選抜Ⅱ 40 名。

＊選抜Ⅰの小論文はいくら多く書いていても、聞かれている内容に答えていなか

ったり、字がはみ出していたり、きれいに書かないと減点。

※感想・反省点など

＊全体会の進行は、国泰寺高校の先生ではなく生徒の人が担当していた。たくさ

んの中学生の保護者の人たちもいる中で、堂々としていたからさすが高校生だ

と思った。

広島県立広島井口高等学校 9月2８日（日）実施

※入試情報

＊昨年度より定員が 40 名減って 280 名（40 名× 7 クラス）

選抜Ⅰ：定員 56 名 面接・小論文・提出書類により総合的に判断

選抜Ⅱ：定員 224 名 学力検査・提出書類により総合的に判断

①数学・英語 2 倍 ②入学定員の 60%は学力検査：調査書＝１：１

③入学定員の 20%は学力検査：調査書＝８：２の割合で判断

※感想・反省点など

＊英語で説明されることがあって、自分はまったく理解できなかったけど、高

校生ってすごいなと思った。

＊国際交流などがあってものすごい学校だなと思った。部活動がすごく盛ん。



広島市立広島商業高等学校 １０月１１日（土）実施

※感想・反省点など

＊就職希望者はほぼ全員が正規社員として採用される。就職率ほぼ１００％

＊いろいろな学科があり、入学して一年どの学科に入るかじっくり考えられるの

がいいなと思いました。あいさつがとてもきれいだった。どの生徒もパソコン

を打つのが早くてびっくりした。

広島市立基町高等学校 １０月１８日（土）実施

※入試情報

＊入学者選抜の配点（普通コース）

選抜Ⅰ：調査書 135 点 小論文 120 点 面接 入学定員 20%（64 名）

選抜Ⅱ：調査書 130 点 学力検査 125 点 入学定員 80%（256 名）

（定員の２０％以内に９：１の学力検査点重視の制度有り）

○小論文について：A ４用紙 1 枚に文章。その文につき全 3 問あり。

第１･2 問は読解。３問目に小論文。

※感想・反省点など

＊エスカレーターがある学校は初めて見たのですごかった。施設も広くて、きれ

いでいい校舎だった。検査点重視制度があることを知ったり、知らなかったこ

とを色々知ることができてよかった。

山陽高等学校 １０月１８日（土）実施

※入試情報

＊ 5 教科の成績が平均 4 以上：受験料が無料になります。

英検 3 級で＋ 10 点、英検準 2 級で＋ 30 点、漢検準 2 級以上＋ 10 点

山陽高校に、お兄さん、お姉さんがいる人は入学後、受験料が返金される。

＊推薦入試 2 月 3 日（火）一般入試 2 月 17 日（火）18 日（水）国数英面接

※感想・反省点など

＊まず僕がすごいと思ったのは、人工芝です。けがをしないので良かったです。

校舎もきれいだった。ハンドボール部に行きました。先輩たちが優しかった。

＊和太鼓の演奏がとてもかっこよかったです。数学の授業体験では折り紙を使

って勉強してとても楽しくできました。

崇徳高等学校 １０月１９日（日）実施

※入試情報

＊推薦入試：国・数・英・内申点（50 点）200 点、入試時間は 45 分

一般入試：5 教科（各 40 点） 入試時間は 45 分

※感想・反省点など

＊行ってよかったなあと思いました。イメージとは少し違ったけれど楽しかった。

文武両道でとても部活動が盛んでした。ランチもおいしくてよかったです。

呉工業高等専門学校 １０月１９日（日）実施

※入試情報

＊一般推薦の「学業が優秀であり」と書いてあるが、その規準はない。

適性検査の基礎的な質問があるが、専門的な知識はいらず、中学で習った理科

や技術から出題される。

＊数学の入試得点が全受検者の６０％以下、国・社・理・英の得点が全受検者の

４０％以下は原則不合格。

※感想・反省点など

＊きれいな校舎だった。専門知識がいるだろうと思っていたが、中学で習った

ことを応用できたらいいということがわかった。

＊各学科の特徴、学習の内容、主な就職先や大学の進学校がわかった。

数学が重要だとわかった。

広島文教女子大学附属高等学校 １０月１９日（日）実施

※入試情報

＊ A コースは国公立大学進学を中心とし、７ｈ授業が基本。

B コースは私立大学進学を中心として、６ｈ授業が基本。

＊ A コースに入れば奨学生になれる。国語の入試問題は評論と小説で、古文・

漢文はでない。特別専願は公立の推薦入試と同じ日。調査書と同様当日のテス

トも大事！

＊英語は 1~3 年の教科書の文法や単語が入試に出てくる。数学は図形や相似など

をやりこなす。国語は漢字の読み書き・ことわざ・慣用句・表現（比喩）・文

法などが出題されることがある。

＊面接で聞かれること：志望理由・入学後の抱負・中学校での主な活動など

＊推薦は、1 がついている人と休みが多い人は受かりにくい。

※感想・反省点など

＊部活動体験がすごく楽しかった。スクールバスが出ているので安心して通える。

女子校なので想像しにくかったけれど、どの部活も活気があって、行事なども

盛り上がりそうだった。

＊入試の出題傾向やどのくらいの学力があれば受かるのか詳しくわかった。


