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野 田 学 園 の 教 育 「 3 つ の 特 色 」

Nodagakuen Style

野田学園の最大の特徴
は、希望進路の実現と将
来のグローバル社会での
活躍、両方を見据えた教
育にあります。ICT機器を
使いながら目標に応じた学
び・体験が得られる先進的
なカリキュラムのもと、大学
受験と今後の社会で必要
な学力・素養を育みます。

1
進路目標に合わせた

4コース制

野田学園では、目標に合わせて選べる4つの
コースを設置。いずれも週6日制のカリキュラ
ムと夏期特別授業などにより豊富な学習時
間を確保し、進路実現に向けて個々の力を伸
ばす授業・プログラムを展開しています。自主
学習できるiRoom、きめ細かな学習サポート
も充実。自主的・主体的に取り組み、着実に
成長していける環境を整えています。

2
充実のICT環境を

最大限に活用

思考力や表現力などを身につけるための
ツールとしてCh r omebo o kや、教室に備
えたIC T機器を積極的に使用。プロジェ
クターで動画などを提示して理解を深め、
Chromebookを使ったアダプティブラーニ
ングやプレゼンテーションなどによって、習
熟の度合いに応じた学習を行い、個々の力
をさらに伸ばします。

3
将来に生きる力を養う
アクティブラーニング

自ら考える力、主体的に行動する力を育むこ
とを目的とし、各教科でアクティブラーニング
を取り入れています。なかでもグループワー
クは、仲間の考えを知ることで視野を広げる
ことができるほか、自分の考えをわかりやすく
伝える力、多様性を受け入れる姿勢、協働す
る力などを身につける絶好の機会。社会で
活躍するための礎を築くことができます。
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Nodagakuen Excellence

野田学園では、生徒一人ひとりが目標にたどり着くための道筋を立てられるよう、全ての教員が連携して生徒の個性を伸
ばし、人間力を育み、可能性を広げることに全力を尽くします。高い大学入試実績は、その証です。

令和2年4月8日現在

実 　 績 　 の 　 あ 　 る 　 野 　 田 　 学 　 園

【国公立大学】

東京大学（文科一類…1） 京都大学（法学部…1）

茨城大学（人文社会学部…1） 鳥取大学（医学部生命科学科…1）

島根大学（医学部看護学科…1） 岡山大学（経済学部…1）

山口大学（経済学部…6、理学部…3、工学部…3、農学部…1） 九州工業大学（工学部…1）

福岡教育大学（教育学部…1） 長崎大学（環境科学部…1）

大分大学（医学部医学科…1） 琉球大学（農学部…1）

愛知県立芸術大学（音楽学部…1） 島根県立大学（看護栄養学部…1）

県立広島大学（地域創生学部…1） 山口県立大学（国際文化学部…4、社会福祉学部…3、看護栄養学部…3）

長崎県立大学（経営学部…1、地域創造学部…1） 大阪市立大学（法学部…1）

山陽小野田市立山口東京理科大学（工学部…11、薬学部…1） 下関市立大学（経済学部…2）

北九州市立大学（法学部…1） 防衛大学校（理工学部…1）

水産大学校（海洋機械工学部…1）

【難関私立大学】

早稲田大学（法学部…2、人間科学部…1） 明治大学（文学部…1、政治経済学部…1、
情報コミュニケーション学部…2、国際日本学部…1、法学部…1）

青山学院大学（地球社会学部…1） 立教大学（社会学部…1）

中央大学（法学部…4、総合政策学部…1） 法政大学（現代福祉学部…1、法学部…1）

関西大学（政策創造学部…1、社会学部…1、
社会安全学部…2、法学部…2、総合情報学部…1）

関西学院大学（文学部…1、経済学部…1、法学部…2、総合政策
学部…1、理工学部…1）

同志社大学（理工学部…1、経済学部…2、法学部…4） 立命館大学（経営学部…1、食マネジメント学部…1、
薬学部…1、法学部…5、理工学部…1）

【医・歯・薬系大学】

大分大学（医学部医学科…1） 関西医科大学（医学部医学科…1）

福岡大学（医学部医学科…1） 山陽小野田市立山口東京理科大学（薬学部…1）

立命館大学（薬学部…1） 神戸学院大学（薬学部…1）

神戸薬科大学（薬学部…1） 広島国際大学（薬学部…1）

九州保健福祉大学（薬学部…1）

合格実績一覧

東京大学
文科一類 合格

京都大学
法学部 合格

大分大学
医学部医学科 合格

国公立大学 名合格57 難関私立大学47名合格 医・歯・薬系大学 名合格9
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Global・International Course

グローバル・インターナショナルコース

学校生活のなかで
日常的に英語に
触れられる

Point

01

G・Iコースの一日は、英語の挨拶でスタート
します。日本人とネイティブとのダブル担任
なので、ホームルームももちろん英語。ネイ
ティブの英語授業に加え、オンライン英会
話も導入しているので、日常的に英語を聞
き、話すことが可能です。実践的な英語力
を着実に身につけることができます。

英語で発信
プレゼンテーション
能力を高める授業

Point

02

G・Iコースの英語授業は特別です。事
前配信されたビデオ動画を自宅で学習
し、学校ではICT機器を使って各自が
準備した英語のプレゼン発表を行いま
す。自分が調べ、考え、まとめたものを、
相手に伝えたいという思いが強いから
こそ、英語力が伸びるのです。

多様な価値観や
異文化を体感できる
海外語学研修

Point

03

約２週間、一人１家庭のホームステイをしな
がら、現地の学校に通います。授業に参加
したり、日本文化を伝えたり、現地の高校
生やホストファミリーと充実の日 を々過ごし
ます。多様な価値観や異文化に触れるこ
とで、視野が広がり、人としても大きく成長
を遂げます。

グローバルに活躍するための

広い視野と英語力、人間力を身につける。
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Advanced Course

進学コース

授業においては、基礎学力を定着させるこ
とと、一人ひとりの得意科目・分野を伸ばす
ことを最重視。さらに、対話的eラーニング
の導入により、習熟度に応じた学習が可
能になっています。

野田学園では社会性や自立心、協調性
を育む場として、さまざまな行事を実施し
ています。行事を終えるごとに、団結力
が高まっていくことでしょう。そのプロセ
スで生まれる仲間との強い絆は、生涯
の財産。大学受験を乗り切るうえでも、
大きな支えとなるはずです。

学校推薦型入試や総合型選抜入試も視
野に入れ、生徒の希望と学力に即した進
路指導を行っています。一人ひとりの理解
をサポートする課外講座や個別指導、英
語検定対策講座に加えて、個別面談を繰
り返し実施。個々の状況を把握し、的確で
きめ細かい指導につなげます。

基礎学力を定着させ、
得意科目・分野を
伸ばす授業を展開

Point

01
かけがえのない絆や
人間的成長を得られる
多彩な行事を用意

Point

02
地元国公立大学や
中堅私立大学への
合格を目指す

Point

03

幅広い人間力と基礎学力を培い

志望大学合格を目指す。
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Special Advanced A Course

特別進学Ａコース

授業では、基礎・基本の定着と、難関
大学合格に向けた実践力・応用力の
養成を図ります。さらに、学習段階に応
じた課外講座を実施。個々のレベルに
合った学習指導を徹底することで実力
を着実に伸ばし、希望進路を実現する
ための基盤と自信を築きます。

授業と課外講座により
基礎・基本の定着を図り
実践力・応用力を培う

Point

01

進路講演会などを実施することで、進
路や就職に対する意識を高めます。ま
た、放課後学習会や大学訪問などを通
じて、日々の学習や進路実現に対する
モチベーションをアップ。目標に向かっ
て一人ひとりが有意義な３年間を過ご
せるよう導きます。

進路実現に対する
意識・意欲を高める
多彩な行事を用意

Point

02

バランスのとれたカリキュラムのもと、学
習サポートと並行して、教員によるきめ
細かな進路指導を実践しています。必
要に応じて繰り返し個別面談を行うこと
で、一人ひとりの現状や課題を把握。
明確な目標を見いだし、全力で取り組め
るようバックアップします。

きめ細かな指導で
希望進路実現を
強力にサポート

Point

03

的確な学習サポートと進路指導で

実践力・応用力を養い、難関大学合格へ。
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Special Advanced S Course

特別進学Ｓコース

成績上位者で編成された精鋭コース
です。進路実現に向けて大きな力と
なるのが、高い目標を持つ仲間の存
在。切磋琢磨できる環境のもと、向
上心を維持するとともに、最高峰の
大学に挑むための実力・精神力を養
います。

互いに高め合い
支え合えるクラスで
仲間とともに成長

Point

01

週36時間のハイレベルな授業に加
え、個別指導を徹底し、一人ひとりの
力を着実に伸ばします。さらなるレベ
ルアップに向けて勉強方法をアドバ
イスしたり、個別試験（二次試験）対
策を実施したりと、教員が最後までサ
ポートします。

実践力を高める授業と
徹底した個別指導で
最高峰に挑む力を確立

Point

02

日々の学習の成果を確認するとともに、
課題を見いだし、目標達成への道のりを
明確にするために、様々な模試を受験し
ます。平行して、大学訪問や大学生と
の交流会といった進路行事も多彩に用
意。未来の自分の姿をイメージすること
で、学習意欲を高めます。

模試や進路行事で
目標達成に向けた
モチベーションを向上

Point

03

ハイレベルな授業と個別指導で

最難関大学への現役合格を目指す。
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遠距離通学の生徒のため、スクールバスを運行しています。

安心・安全な通学に配慮しています。

スクールバス S C H O O L  B U S

スクールバス利用料／1ヶ月
防府・宇部・小郡・秋穂・美祢
萩・周南・山陽小野田

 ・・・・・・・・・・・・ 8,500円
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9,500円

防府

周南

萩

美祢

山陽小野田

宇部

小郡

秋穂

野田学園

ノディーくん

ダノンちゃん

八坂
神社
■

◀至山口県庁 至宮野▶

◀至山口駅 至宮野駅▶JR山口線

■今八幡宮グラウンド

山口赤十字病院■

野田学園中学高等学校

野田学園幼稚園

大殿小学校■

■野田神社
■山口市菜香亭

9

上山口駅

204

● 高校オープンスクール
  （中３生徒・保護者対象）
①8/21（金）１４：３０～１６：３０（受付１４：００～）

②8/22（土）１０：００～１２：００（受付 ９：３０～）

● Ｇ・Ｉコース説明会
  （中３生徒・保護者対象）

10/10（土）１４：３０～１６：３０（受付１４：００～１４：２０）

● 高校入試説明会
  （中３生徒・保護者対象）

11/7（土）１４：３０～１６：３０（受付１４：００～）

※日程が変更になる場合があります。


