
変わらない伝統
　面倒見のよい芳泉
　予習や復習など各教科の勉強の方法を丁寧に指導します。
また、難関大学から地方国公立大学、私立大学まで、生徒一
人ひとりの志望に応じたきめ細かい指導を行います。

　難関大学指導
　難関大学を志望している人は、難関大学対応の校外模試や
他校生との合同勉強合宿、難関大学生と語る会などの集会、
添削指導などを通じ、高い志を持ちながら必要な学習ができ
ます。

　卒業生と語る会
　各分野に進学した30名程
度の卒業生から、大学での
研究や高校時代の進路決定、
効果的な学習法について話
を聞きます。

昨年度実施した公開講座（一例）

　急速に変化している時代のなかでは、答えのない新た
な課題に、グループで協力して取り組むことが必要とな
ります。本校では、未知のものを明らかにしようとする
際に必要となる知識・技術・技能を身につけることを目
的に、「総合的な探究の時間」を実施しています。この時
間では、答えのない課題に、グループで協力して多面的・
批判的な視点で取り組む活動を通して、探究する力を身
につけていきます。

　多様化が進む大学入試制度に対
応するため公開講座の開講数を
年間41回に大幅UP！
　興味関心を刺激し、将来の進路
選択の幅を広げます。

　平成30年10月、台湾・台南市のインハイ高級中学と姉妹校
提携を結び、相互交流を始めました。また、グローバルな視
点を身につけるために、外部講師を招いたワークショップや
講演会を企画しています。参加する生徒自身が主体的に関わ
れるよう工夫をしています。

インハイ高級中学校の来校歓迎式典（令和元年度） オンラインによる交流会

個人研究（SDGsを意識した研究と発表）

グループ研究（課題解決型学習）

グローバル人材の育成グローバル人材の育成

総合的な探究の時間総合的な探究の時間

多彩な公開講座多彩な公開講座

課題解決型ワークショップ

ZOOMを利用したオンライン講座

※GDP：グローバルディスカバリープログラム

全41講座　のべ1230名が受講

講　師 講　座　内　容 形態
北見工業大学
　地球環境工学科

メタンハイドレート～世界に羽ばたく北見工大生
大学紹介、研究紹介 ZOOM

電気通信大学
　情報理工学部

AI IoT Deep Learningを理解する
最先端の学問の理解 対面

中四国農政局 農業が抱える課題、農業を支える農村工学
地元農業の課題解決学習 対面

AMDA-MINDS ネパールってどんな国
統計資料や講師の現地経験を基にワークショップ 対面

岡山大学
　医学部保健学科

看護学生の国際交流をいっしょに体験しよう！
ZOOMでのオンライン交流に参加 ZOOM

岡山大学
　教育学部

「ティーチイン芳泉」
岡大の学生、院生、社会人が参加しての討論 対面

本校卒業生
　（岡大GDP）※

「ジブンゴト研究所」
本校卒業生による能力開発の連続講座（全４回） 対面

本校卒業生による講座

～時代の流れに対応する幅広い能力の育成～～時代の流れに対応する幅広い能力の育成～
人間力を高める多彩な活動人間力を高める多彩な活動

進  化進  化
芳泉高校芳泉高校３３大進化大進化
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28 79
難関大学

名

卒 業 生 の 声
京都大学 工学部 電気電子工学科

岡山大学
2022入試合格大学

京都大 ……………… 1
大阪大 ………………11
九州大 ……………… 6
北海道大 …………… 1
名古屋大 …………… 3
神戸大 ……………… 6
合計 …………………28

難関国立大学

岡山大 ………………79
広島大 ……………… 9
山口大 ……………… 4
鳥取大 ………………13
島根大 ……………… 8
香川大 ………………24
愛媛大 ……………… 7
京都府立大 ………… 3
岡山県立大 …………18
その他の大学 ………98
合計 ……………… 263
　うち医学科 ……… 4
　　（名古屋、新潟、
　　　　　鳥取、高知）

国公立大学

文学部 ……………… 5
法学部 ……………… 5
経済学部 …………… 6
教育学部 ……………22
理学部 ……………… 3
工学部 ………………28
医学部保健学科 …… 5
薬学部 ……………… 3
農学部 ……………… 1
法学部（夜間主）…… 1
合計 …………………79

岡山大学 学部別

明治大 ……………… 4
立教大 ……………… 1
同志社大 ……………15
立命館大 ……………29
関西学院大 …………25
ノートルダム清心女子大
　　 …………………63

主な私立大学

名
現役77名

263
国公立大学

名
史上最高レベル大阪大学11名

名古屋大 医 含む

小笠原 温 岡山市立光南台中学校出身

「努力と挑戦ができる環境」
　僕は補習科での１年を含めて４年間、芳泉
高校でお世話になりました。芳泉高校には積
極的な生徒をとことん後押しする環境が
整っています。より上を目指したい人は追加

の講義や課題に取り組むことも可能ですし、土曜授業や質問教室で苦手
分野の克服を目指すこともできます。生徒の努力に全力で応えてくださ
る先生方がいたからこそ、安心して最難関へ挑戦することができました。

九州大学 共創学部
室田 萌衣 岡山市立芳泉中学校出身

「夢を叶えられる学校生活」
　芳泉高校の一番の魅力は先生方の手厚
い面倒見です。やる気のある生徒に先生
方は喜んで対応してくださるので、私は
塾に通っていませんでしたが、個別の質

問、英検などの外部試験対策、添削指導とどんどん学びを進めるこ
とができました。芳泉高校を信じて懸命に努力したからこそ、念願
であった第一志望の大学に合格できたと心から思っています。

名古屋大学 医学部 医学科
坂本 鈴奈 岡山市立芳田中学校出身

「自分の可能性が広がる学校」
　芳泉高校は自分の目標を実現させる最高
の場所だと思います。先生方は生徒一人ひ
とりに親身に向き合ってくれるので、勉強
面だけでなく精神面もサポートしてくれま

す。また、ここでは一緒に頑張る仲間ができます。勉強が辛くなる時も
ありましたが、励まし合える仲間に助けられました。皆さんも熱い先生
方とかけがえのない仲間と共に、学校生活を楽しんでみませんか。

大阪大学 工学部 地球総合工学科
岡本 優奈 玉野市立宇野中学校出身

「自分を高める学校」
　芳泉高校は、素晴らしい友人や先生方
に出会い自分を高めることができる学校
です。私はバレーボール部で部長を務め、
部活動と勉強の両立は簡単ではありませ

んでしたが、質の高い授業や手厚いサポートのおかげでやり遂げる
ことができました。早朝や放課後、土曜開放を活用し、友人と切磋
琢磨し合いながら勉強に打ち込めることも魅力の一つです。

岡山大学
工学部 工学科 機械システム系
塚本 優奈
玉野市立荘内中学校出身

「勉強も！部活動も！」
　芳泉高校は視野を広げるこ
とができる学校です。公開講

座への参加、総合的な探究の時間などを通して自分のし
たいことを見つける機会がたくさんあります。先生方の
徹底した試験対策はとても心強く、周りの雰囲気にも刺
激されました。部活動に全力で取り組める所も良い所で
す。私はソフトテニス部に所属し、高め合える多くの仲間
と出会うことができ、芳泉高校に来て本当によかったです。

岡山大学 教育学部
学校教育教員養成課程
中学校教育コース
黒川 幸太郎
玉野市立山田中学校出身

「芳泉定食を食う！」
　芳泉高校は自分の可能性を

広げる最高な環境が整っています。私は高校生活で、学習は
もとより、進路の実現、土曜公開講座への参加、部活動への
取組みと自分がチャレンジしたいあらゆるものに挑戦するこ
とができました。これは欲張りな私に、バランスや量が十分
考えられた「芳泉定食」を提供してくれる芳泉高校のおかげ
です。皆さんも栄養満点の芳泉ライフを送ってみませんか。

岡山大学 
薬学部 薬学科
瀧本 優花
岡山市立妹尾中学校出身

「芳泉ファミリー」
　私は仲間に刺激を受け先
生方に支えていただきなが

ら、部活や勉強、学校行事で全力を出し、充実した3年
間を過ごすことができました。それは芳泉高校には日々
努力を重ねる仲間と、真剣に生徒と向き合ってくださ
る先生方がいるからです。「芳泉ファミリー」はまさに
家族のように自分の目標を応援してくれます。先生と
仲間が支えてくれて自分を成長させることができます。

合 格 実 績

◉岡山大学現役合格者数 
  年連続県下

岡山大学現役合格者数岡山大学現役合格者数岡山大学現役合格者数
  年連続県下 No.1岡山大学現役合格者数岡山大学現役合格者数岡山大学現役合格者数
  年連続県下3

◉国公立大学現役合格率  80%  全国トップクラス!!
◉芳泉高生の  5人に4人  が国公立大学に合格!!
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