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変わっていく自分を実感できる。
未来につながる道が見えてくる。

野 田 学 園 高 等 学 校
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  未来につながる力をこの3年間で身につける。 
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、その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。

野田学園の教育
「3つの特色」

進路目標に合わせた
4コース制

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や、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。

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Chromebookや、教室に備えたICT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。

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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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、その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。

合格実績一覧

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3年4月1日現在

国公立大学　71名（現役64名）

弘前大学（医学部医学科…1） お茶の水女子大学（理学部…1） 東京藝術大学（音楽学部…1）

大阪教育大学（教育学部…1） 大阪大学（工学部…1） 奈良女子大学（文学部…1、理学部…1）

島根大学（人間科学部…1、生物資源学部…1） 岡山大学（工学部…1） 広島大学（教育学部…1、理学部…1）

山口大学（人文学部…2、経済学部…2、
教育学部…3、医学部保健学科…1、
工学部…3、理学部…1、国際総合科学部…2）

九州工業大学（工学部…1） 佐賀大学（芸術地域デザイン学部…1、
経済学部…1）

長崎大学（歯学部…1） 鹿児島大学（工学部…1） 愛知県立芸術大学（音楽学部…1）

京都府立大学（公共政策学部…1） 島根県立大学（国際関係学部…1、
看護栄養学部…1） 岡山県立大学（デザイン学部…1）

山口県立大学（国際文化学部…5、
社会福祉学部…4、看護栄養学部…1） 横浜市立大学（医学部医学科…1） 尾道市立大学（芸術文化学部…1）

広島市立大学（情報科学部…1） 山陽小野田市立山口東京理科大学
（工学部…9、薬学部…2） 下関市立大学（経済学部…5）

北九州市立大学（国際環境工学部…1） 防衛大学校（人文・社会科学…1、理工学…4）

難関私立大学　24名（現役24名）

中央大学（商学部…1） 法政大学（経営学部…1） 明治大学（文学部…1、商学部…1、
国際日本学部…1、理工学部…1）

関西大学（社会学部…1、社会安全学部…2） 関西学院大学（総合政策学部…1、文学部…1、
建築学部…1） 同志社大学（理工学部…2）

立命館大学（文学部…2、経営学部…1、
産業社会学部…1、映像学部…2
理工学部…3、生命科学部…1）

合格実績一覧

東京大学
合 格 1名

医 学 部 医 学 科
（山口大学・大分大学など）

合 格13名
医・歯・薬系大学
合 格 57名

京都大学
合 格 3名

大阪大学
合 格 1名

医・歯・薬系大学　21名（現役14名） ※上記を含む

弘前大学（医学部医学科…1） 横浜市立大学（医学部医学科…1） 杏林大学（医学部医学科…1）

東京医科大学（医学部医学科…１） 川崎医科大学（医学部医学科…1） 長崎大学（歯学部…1）

山陽小野田市立山口東京理科大学
（薬学部…2） 国際医療福祉大学（福岡薬学部…1） 同志社女子大学（薬学部…2）

近畿大学（薬学部…2） 神戸学院大学（薬学部…2） 広島国際大学（薬学部…3）

福山大学（薬学部…1） 安田女子大学（薬学部…1） 松山大学（薬学部…1）

令和
1〜3年の
累計

国公立大学 名合格71 24難関私立大学 名合格 40うち地元国公立大学 名合格 21うち医・歯・薬系大学 名合格

令和3年度結果

2NODAGAKUEN



幅広い人間力と
基礎学力を培い
多様な進路実現をめざす

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。

社会性や自立心、協調性を育む場として、

様々な行事を実施しています。そのため行事

を終えるごとに、団結力が高まっていきます。

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。

Point 01

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 02

かけがえのない絆や
人間的成長を

得られる様々な行事

Point 03

地元国公立大学や
中堅私立大学への
合格をめざす

進学コース

Advanced Course
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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

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。

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。

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。

Point 01

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 02

進路実現に対する
意識・意欲を高める
多彩な行事

Point 03

きめ細かな指導で
希望進路実現を
強力にサポート

特別進学Ａ
コース

Special Advanced A Course
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ハイレベルな授業と
個別指導で最難関大学への
現役合格をめざす

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、お互い刺激し合い

支え合うことで共に成長します。

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。

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。また、大学訪

問や大学生との交流会といった進路行事も数多

く実施。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。

Point 01

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 02

実践力を高める授業と
徹底した個別指導で

最難関大学に挑む力を確立

Point 03

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

特別進学Ｓ
コース

Special Advanced S Course
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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

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制のもと、ホー

ムルームももちろん英語で実施。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、日常的に英語でコミュニケーションを図ることが

可能です。実践的な英語力が着実に身につきます。

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

ゼンテーションを行います。自分が調べ考えた

ことを相手に伝えたい、そういった強い思い

が、英語力を伸ばすのです。

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した日々を過ごします。

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。

Point 01

学校生活のなかで
日常的に英語に
触れられる

Point 02

英語で発信
プレゼンテーション能力を

高める授業

Point 03

多様な価値観や
異文化を体感できる
海外語学研修

グローバル・
インターナショナル

コース

Global・International Course

G・Iコース/主な大学合格状況

山口大学（国際総合科学部）、山口県立大学
（国際文化学部）、関西学院大学（総合政
策学部）、京都外国語大学（外国語学部）、
関西外国語大学（外国語学部・英語国際学
部）、広島修道大学（人文学部）など
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ノディーくん

ダノンちゃん

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

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

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。

SCHOOL BUS

ACCESS

>>> 高校オープンスクール
8/7（土）①  ９：３０～１１：００
　　　　②１４：００～１５：３０
8/8（日）①  ９：３０～１１：００
　　　　②１４：００～１５：３０

>>> Ｇ・Ｉコース説明会
10/9（土）１４：３０～１５：３０

>>> 高校入試説明会
11/6（土）①１３：００～１４：００
　　　　　 ②１５：３０～１６：３０

※日程が変更になる場合があります。

noda@nodagakuen.ed.jp　https://www.nodagakuen.ed.jp
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