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XAVIER HIGH SCHOOL

第１回オープンスクール

第２回オープンスクール

プチ入試体験会

9月26日●土
9：00～12：30
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ご 案 内

サビエル高等学校 XAVIER HIGH SCHOOL
学校案内 2021

F� Oth�s,With Oth�s
サビエルでの学びは、このためにある



スクール モットー

Ⅲ行動する
他者のために他者とともに生きる

本校はキリスト教精神に基づいて、真 ・善・美を追究し、知・情・意の調和のとれた円満な人格の育成を目指しています。
学力向上・愛と奉仕・国際交流を通し て、21世紀を担う社会人を育てます。

建学の理念

愛と奉仕に生きる
L�e and S�vice

つの教育目標3
F� Oth�s, With Oth�s

～他者のために   他者とともに～

Ⅱ学ぶ
知性を磨く

Ⅰ祈る
心を育てる
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サビエルオリジナルの教材でわかりやすく学習で
きます。データはクラウド上に保存されているので
紛失してしまう心配もありません。

e-ラーニングe-ラーニング
iPadを使えば、言葉だけでなく視覚的にも情報
を伝えることが可能です。大学のゼミや社会人に
なってからも役立つスキルが身につきます。

プレゼンテーションプレゼンテーション

質問がしたいのに職員室に先生がいない。でも、
そろそろ帰らないと電車に間に合わない…。そん
なときはiPadで先生に質問すればOK。

コミュニケーションコミュニケーション
勉強内容やボランティア、学校行事の経験を記録に
残していくので、高校生活での成長を実感できます。
iPadのなかにあなたの高校生活が詰まっています。

記 録記 録

iPadiPadiPad サビエルでの学び

教員全員が生徒一人ひとりの興味
や学力を把握しています。どの教
員に質問してもあなたのことをよ
く考えて的確なアドバイスがもら
えます。

個に応じた指導

職員室前に机とホワイトボードが
用意されています。職員室の教員
に質問すれば、理解できるまで質
問に付き合ってくれます。

納得できるまで丁寧に

サビエルの英語は読んだり聞いた
りするだけではありません。イン
タビューやディベート、ミュージカ
ルなどの活動を通して、使える英
語力が身につきます。

英語「で」学ぶ

サビエル高校には中間テストがありません。
一単元の学習が終わるたびに単元テストを
行います。理解できたかどうかを学んだあ
とすぐに確認することができるので、わから
ないまま先に進むことはありません。

単元テスト

英語で表現することが得意なサビ
エル生は面接に強い。英検二級
の面接試験（二次試験）合格率
は９４％でした（2019年度第3回
実績）。

英検二次面接合格率９４％
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特別進学コース普
通
科

コースの生徒全員が国公立大学第一志望。同じ目標を持った仲間と高めあえる高校三年間。

勉強合宿、模試対策講座、長期休業中の課外授業など
充実した学習環境。

全員が国公立大学第一志望

確実に身につく学力！サビエルの特進は成績が伸びる！

特別進学コースの特徴は？
去年一年間でいちばん私の印象に残っているの
は勉強合宿です。1日１０時間も勉強し続けたの
は初めての経験でした。あの合宿を一緒に乗り
切ったことでクラスメイトとの仲が一段と深まった
と思います。勉強合宿は夏休みにあるのですが、
１学期にあまり話したことがなかったクラスメイ
トとも仲良くなるきっかけになりました。

サビエル高校に来てよかったことは？
授業の中でグループで活動することが多いので、
自然とクラスメイトと話す機会が増えます。休み
時間に入っても授業での課題について話し続け
ていたり、あるいはその延長で趣味の話になっ
たりしてとにかくクラスメイトと話すことが多い
ので、たくさんの人と仲良くなれました。

クラスの雰囲気はどう？
学校行事を通して、本当にクラスが一致団結して
います。クラスの誰とでも仲がよいので、授業で
わからないことがあったら誰に聞いても教えて
くれるし、気になることがあれば誰にでも相談で
きます。だから本当に過ごしやすいし困ることが
ないんです。

最後にひとこと！
特別進学コースはよく学
びよく笑う団結力のある
コースです。みなさんも
特別進学コースで良き仲
間たちと国公立大学を目
指しましょう。

先輩
に質問！

先輩
に質問！

佐倉  愛菜  
宇部市立上宇部中学校出身

●広島大 ●山口大 
●熊本大 ●国際教養大 
●山口東京理科大（薬） ●新見公立大 
●広島市立大 ●下関市立大 
●山口県立大 ●高知県立大 
●北九州市立大 ●名桜大

国公立大学

●神田外語大 ●青山学院大 
●大東文化大 ●明治学院大 
●明治薬科大 ●神奈川大 
●同志社女子大 ●立命館大 
●関西学院大 ●神戸女学院大 
●川崎医療福祉大 ●ノートルダム清心女子大 
●広島修道大 ●西南学院大 
●福岡大 ●福岡女学院大

私 立 大 学

合格
実績

確実に
身につく学力

特進コースは２年生時点で英検２級（高校卒業レベル）保有率４６％
英語が苦手な子も大丈夫！
中学校の英語の評定が「３」だった子も合格しています

（２０１９年実績）

特進コースの生徒の約半数が国公立大学に進学。残りの半数は有名私立大学へ

サビエルの
特進は成績が
伸びる！

Aさん　E判定 → 広島大学教育学部第三類日本語教育コース　合格
Bさん　E判定 → 山口大学教育学部国際理解教育専修　合格
Cさん　E判定 → 山口大学工学部知能情報工学科　合格
（ベネッセが行う全国模試の成績をもとに算出した志望大学合格可能性２０％未満をE判定としている）
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進学コース普
通
科

留学しても3年で卒業できるカリキュラム。
カトリック高校対象の特別入試や指定校推薦
入試であこがれの有名大学に。

充実した選択科目でさまざまな進路に対応

文系・理系・芸術系・留学 多様な進路に対応

●広島大 
●山口大 
●佐賀大 
●下関市立大 
●山口県立大 
●山口東京理科大 
●北九州市立大

国公立大学
●獨協大 ●青山学院大 ●大妻女子大 ●共立女子大 
●国士舘大 ●上智大 ●聖心女子大 ●大東文化大 
●拓殖大 ●東京理科大 ●武蔵野美術大 ●神奈川大
●関東学院大 ●南山大 ●京都外国語大 ●京都女子大 
●同志社大 ●立命館大 ●龍谷大 ●関西大 
●関西外国語大 ●桃山学院大 ●関西学院大 ●甲南女子大
●神戸学院大 ●神戸女学院大 ●武庫川女子大 ●川崎医療福祉大 
●ノートルダム清心女子大 ●日本赤十字広島看護大 
●広島修道大 ●山口学芸大 ●西南学院大 ●福岡大
●日本赤十字九州国際看護大 ●福岡女学院大 ●京都造形芸術大

私 立 大 学

合格
実績

進学コースの特徴は？
進学コースは自分の目的にあわせて自分にあったペースで学力
を伸ばせるコースです。

他のコースとは交流がある？
たくさんあります。進学コースと特別進学コースで大きく違う
のは勉強合宿などがないことと、選択できる科目が多いこと
くらいで、普段の学校生活ではほとんどコースの違いを意識
することはありません。学校行事や部活動ではみんな仲が良く
活動しています。

サビエルの良いところは？
先生が勉強の分からないところなどの質問に答えてくれる
のはもちろん、テストなどでつまずいたときの弱音も聞いて
くれたりします。何十年もサビエルにいる先生も多いので、
往年の先輩方がどうやって悩みを解決したかも聞けたりもし
ますよ。

進路については？
進学コースの生徒はさまざまな進路を希望しています。資料が豊
富にあるので、じっくり考えることができ進路への視野が広がり
ます。同じような進路希望の友人と情報を共有したりもしていま
す。迷っているときには先生も一緒に考えてくれるので安心です。

勉強以外の学校生活はどうですか？
サビエル高校には修養会やクリスマス会など他の学校には
ない行事がたくさんあります。ボランティア活動にも力を入れ
ていて、常に新しいことへ挑戦ができ、
刺激がある高校生活が送れます。

最後にひとこと！
個性あふれる進学コースの
仲間と一緒にXavier family
の一員として充実した3年間
を送ってみませんか。

先輩
に質問！

先輩
に質問！

●上智大学
●南山大学

カトリック
高校対象の
特別入試

※カトリック高校対象の特別入試とは、カトリック高等学校に在籍
している生徒だけが受験できる入試制度です。その他の出願
基準として、高校在学中の成績や外国語検定などがあります。
受験資格のある人が少ないので合格の確率は高いといえます。

●聖心女子大学 ●東京理科大学 
●白百合女子大学 ●清泉女子大学 
●南山大学 ●立命館大学 
●関西大学 ●関西学院大学 
●神戸女学院大学 ●武庫川女子大学 
●ノートルダム清心女子大学 
●西南学院大学

等、大学１００校以上

※指定校推薦とは、大学などが指定した高校に推薦枠を与える制度です。一般的に、高
校在学中の成績が推薦の基準になります。高校の校内選考を経て、被推薦者を決定し
ます。合格の可能性は他の入試に比べてかなり高くなります。 

指定校
推薦
昨年度

野村  瑠琉  
宇部市立楠中学校出身

芸術系

文　系 理　系
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違っていて当たり前ということを
自然に受け入れられるようになった
高2の夏から約1年間のフランス留学で得たものはたくさん
あります。一つ目は、人はみんなそれぞれ違っていて当たり
前ということを自然に受け入れられるようになったことです。
二つ目は、フランス語をある程度話せるようになったことです。勉強したというより、友達やホストファミリーと話す
中で身についてきました。三つ目は、大学で勉強したいことが見つかったことです。フランスの演劇や文化を学ぼう
と思っています。

留学経験をアピールしAO入試で広島大学へ
3年間で高校を卒業できたのは、とてもありがたかったです。帰国後、留学経験をアピールする形で、数ヶ月後の
AO入試に挑戦し、志望校に合格することができました。早く自分のしたい勉強を大学で始めることができ、サビ
エル高校の柔軟な対応に本当に感謝しています。

櫻井  瑠太郎さん
2019年度卒業
-------------------------------------------------------------------------------

広島大学 文学部欧米文学語学・言語学コース

Q：海外研修に参加して、
発見したことは何です
か？
サンディエゴの高校生はみんなとても自
由で、自分で考えて行動しているし授業も
とても積極的で自分の意見をしっかり持っ
ていて驚きました。

Q：海外研修に参加して、   
成長したなと感じる部分は何ですか？
前よりも自分の意見をはっきり言えるよう
になったし自分から行動を起こせるよう
になったと思います。

Q：将来の夢は何ですか？
国際関係の仕事や英語を活かして日本の
魅力を海外の人に伝える仕事に就きたい
です。

髙橋  美里さん
山陽小野田市立高千帆中学校出身
-------------------------------------------------------------------------------

Q：なぜ「サンディエゴ海外
研修」に参加しましたか？
今の自分の英語がどれだけ伝わるか、挑戦
してみたかったからです。

Q：現在の自分に活きていると思うことは何
ですか？
二学期からサビエル高校に来た留学生と
英語でコミュニケーションが取れました。
また、英語の授業でのリスニングが聞き取
りやすくなりました。

Q：中学生へのメッセージをお願いします。
この体験は主に「海外へ行きたい！」、「英
語を使う職に就きたい！」という人にはもち
ろんおすすめしますが、そうでない人にも
おすすめしたいです。この経験は一生を通
じた糧になると思っています。

秋本  大介さん
山陽小野田市立高千帆中学校出身
-------------------------------------------------------------------------------

留学で得られるものは
最初の不安要素よりもずっとずっと大きい
私はサビエル高校在学中、アメリカのワシントン州で1年間
語学留学へ行かせて頂きました。初めて親元を離れて生活
すること、言語も文化も違う国に行くこと、もちろん初めは
友達もいません。それでも、留学で得られるものというのはそんな最初の不安要素よりもずっとずっと大きいです。
実際留学先にいってみれば意外とどうにかなるものです。苦難を乗り越える度に成長し、強くなれます。

サビエルなら1年間の留学に行ったとしても3年間で卒業できる
サビエル高校は、留学制度が整っており、たとえ1年間の長期留学に行ったとしても3年間で高校を卒業できる
ようになっています。私の場合は、留学前から推薦で大学に行くことを決めていました。1年生のころから日々の
勉強を疎かにせず、なるべく好成績をキープして、「この人が推薦を取れるのは納得だ」と周りに思ってもらえること
を目標にして努力していました。留学のブランクが受験において不利に働くことはないので安心してくだい。

増野  優花さん
2017年度卒業
-------------------------------------------------------------------------------

上智大学 外国語学部ドイツ語学科

２週間の海外研修
海外の高校で現地の生徒と一緒に授業を２週間受けます。サビエル生１人につき現地の高校生が１人、
バディとしてサポートしてくれます。日本では体験できない実践的な英語力が身につくのはもちろん、

文化体験を通して国際的な視野を広げることができます。

英語特待生制度あり 英語特待生として採用されると、１年次に本校海外研修に参加する者に対して、
費用の半額を補助します。

留学しても３年間で卒業
サビエル高校では毎年のように海外へ長期留学する生徒がいます。
進学コースなら1年間留学しても3年で卒業も可能です。
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サビエルのボランティア
V�unte� Activity

サビエル高校では「愛と奉仕の心」を育てることを大切にしています。
年間３０件以上のボランティア活動の中から、生徒が自由に選んで積極的に参加できる環境を整えています。

様々な活動を通して、人とのふれあいの大切さや、社会の一員としての自覚を学びます。

Think Globally, Act Locally
　サビエル高校では、施設訪問や街頭募金をはじめ、様々な行事のお
手伝いなど多くのボランティア活動に参加できます。私は昨年度６回の
活動に参加しましたが、特に献血のボランティアが印象に残っています。
献血を呼び掛けるだけでなく、初めて自分も献血をしました。自分の血液
が、誰かに届けられ役にたっていると思うと、嬉しさがこみあげてきました。
　また、地域との交流の大切さも感じました。"Think globally, Act locally."
という言葉があります。福祉は観念的に考えるものではなく、体験しなけ
ればその本当の楽しさ、大切さはわかりません。自分
の住む町を理解し、そこから世界とのつながりを考え
なければ、世界の本当の姿を理解することはできない
のではないでしょうか。
　皆さんもぜひサビエル高校のボランティア活動に
参加して、私たちの仲間に加わってください。

2019年度
ボランティア活動実績

■楠園訪問（車椅子洗い）
■長寿祭手伝い
■国際麻薬乱用撲滅
　ヤングキャンペーン
■小野田老人ホーム訪問
■24時間ＴＶ街頭募金
■赤い羽根共同募金
■SOS健康フェスタ手伝い
■カレンダーバザー
■学生ボランティア会議
■献血手伝い
　　　　　　　　　　　ほか

24時間テレビ～愛は地球を救う～チャリティー募金 共同募金

カレンダーバザー 献血手伝い 小野田老人ホーム訪問

Student’s V�ce
Student’s V�ce

奥田 幸樹  
宇部市立常盤中学校出身

留学
生受
け入
れ実
績は

２０
カ国
以上

カナダデンマーク

フランス

ドイツ

フィンランド

韓国

中国

スリランカ

ポルトガル

タイ

アメリカ

メキシコ

ベネズエラ

モンゴル

インドネシア

マレーシア

フィリピン

ベトナム

ネパール

カンボジア オーストラリア

校内で留学気分校内で留学気分
クラスメイトは留学生。先生は英語のネイティブスピーカー。

寮にも留学生や外国人のシスターが。
わざわざ留学しなくても、異文化体験がすぐそこにあります。
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卒業生の数だけあるストーリー

2年生では志望理由書の作成を通して、自分と向き合い、目指す道を見出すことを
目指しています。

「考える」 「固める」
将来どのように生きたいかを考え、具体的な進路目標を定める

1年生では高校生としての学習習慣と基礎学力の定着をはかります。また職業・学問分野についての進路学習を
行います。その中で、２年生からのコース選択に向けて進路の方向性を見出すサポートをしています。

「知る」 「見つける」
将来の目標を考え、自分の特性・適性を知り、進みたい分野を見つける

3年生では小論文対策や面接練習など日々の授業だけでは
対応が難しい受験対策も個別にしっかり対応しています。

「実現する」
自分の進路実現のために
必要なことに取り組み、定めた目標を実現する

　サビエル高校には修養会と
いう行事があります。修養会で
は「『幸せ』とは何か」、「『愛』とは何か」といった問いについ
て一日かけて考えていきます。でも、一日では僕の中で納得
できる答えは出せませんでした。もっと深く考えたいと思い
ました。そんなとき、僕の議論の相手になってくれたのがフ
ランスからの留学生のケヴィンでした。彼とは休み時間に、
そして放課後に、毎日議論をしました。議論において彼が重
要視したのは「いかに論理的に述べられているか」でした。
僕は上智大学文学部哲学科で、生まれ育った環境が全く違
う相手でも納得できる論理的な思考力を身につけ、そして
「幸せ」とは何か」、「愛とは何か」という問いに答えを出した
いと思っています。

大谷 和磨さん
2019年度卒業
-------------------------------------------------------------------------------

上智大学 文学部哲学科

　サビエルでの寮生活をきっか
けに食べることの重要性を知り、
食の力で健康を管理する管理栄養士になりたいと思うよう
になりました。その資格を取るために山口県立大学を目指し
て勉強しました。大学合格に向けて、サビエルの先生方は
理科の口頭試問対策や面接の練習を熱心にしてくださり、
受験本番は自信を持って臨むことができました。
　サビエル高校では留学生との国際交流やボランティア
活動が多くあり、自分の視野を広げられる経験を積むこと
ができました。また私は寮生だったので、あまり遠くまで遊び
に行ったりすることはできませんでしたが、平凡な日常こそ
が大切なんだということを、寮を離れたいま実感しています。
高校3年間、家族より長い時間を共に過ごした寮のみんな
は第2のファミリーです。

　瀬 恵里さん
2019年度卒業
-------------------------------------------------------------------------------

山口県立大学 看護栄養学部栄養学科

　私が一度目に行った大学では、
「哲学」を勉強していました。どうして
哲学かと聞かれても答えられないのですが、おそらく、自分は特に
熱中できる「何か」を持っていなかったこと、なんとなくこの社会に
「生きづらさ」を感じていたこと、そして「いじめ」の経験です。大学に
入ってからすぐに塾講師として働いていましたが、どんなに勉強が
できた子でも、学校に「行けない」状態になると、本当に「生きづらく」
なってしまいます。生きていると、どうしても「答えのない問題」に直
面します。でも、必ず何か「選択」をしないといけません。そういった
「答えのない問題」をずっと扱ってきたのが「哲学」です。私は、この
「答えのない問題」に悩む生徒や社会人を何人も見てきました。そし
て、それは今まで「やる気の問題」と片付けられてきました。しかし、
それでは人は立ち上がれません。私は、悩む人たちはどうすればも
う一度笑顔で生きられるのか、考えていました。幸い、考えることくら
いしか取り柄のない私は、苦悩する人たちとどう関わっていくかを研
究している「心理学」にたどり着きました。今の大学では「心理学」を
学び、心理カウンセラーとして「答えのない問題」に悩む人と「一緒
に考える」ことを通じて社会貢献をしようと考えています。

多賀谷 光さん
筑波大学人文・文化学群比較文化学類　卒業
-------------------------------------------------------------------------------

京都大学 教育学部教育心理学系　在学中

　サビエル高校での３年間は国立大学進
学をめざしていたため、人生で一番といっ
てもいいほど勉強に励みました。放課後に受験対策用の課外授業を受講した
り、受験科目を強化するために１対１の個別指導をしていただいたりしました。
家庭の事情で国立大学のみしか選択肢がない状況だったので不安もありまし
たが、一緒にがんばってきた友人の存在や、なによりも最後まで親身になって
指導をしてくださった先生方のおかげで、念願の第一志望校に合格することが
できました。
　大学で勉強した応用化学を活かした仕事をしたい、多くの人の生活を豊かに
するものをつくりたいと考えていたため、主に化粧品メーカーに絞って就職活動
を進めましたが、念願だったメーカーからは残念ながら内定がいただけず、最
終的には小売業の会社に就職し、この４月で入社して４年目になります。入社の
決め手は、メーカーとは手段は違えども〝商い〟を通して〝生活を豊かにする〟こ
とができ、衣生食すべてを網羅する商品を取り扱っているため、自分の学んだこ
とを活かしてものづくりに携われるチャンスがあると考えたからでした。現在、福
井県の店舗で店長代行として店舗マネジメントに携わっており、お客様にとって
お買い物のしやすい、かつスタッフにとって楽しく働きがいのある店舗を目指し
て日々試行錯誤を重ねながら奮闘しています。

新谷 美穂さん
京都工芸繊維大学工芸科学部応用化学課程　卒業
-------------------------------------------------------------------------------

株式会社良品計画

St�ies Aft� Graduati�
進路実現への道

サビエルの精神を実践する人になるために

「なりたい自分」 を実現するために一番大切なことは何だろう？

大学に進学すること？ 難しい資格を取ること？ 

私たちの答えは 「卒業後の進路だけでなく、その先でどのような

人生を歩んでいきたいかをしっかり定めること」 です。 

サビエル高校では 「主体的な意思を持って、社会に貢献する人」へと

導く進路指導を目指しています。

確かなステップアップで 「なりたい自分」 へと導きます。
一人ひとりが自分の道を切り開けるように、可能性や夢を大切に指導します。

なりたい
自分への

Step

Step 1

Step2

Step3
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サビエル生の制服
サビエル高校は衣替えがありません。

気候や各自の体調に合わせた着こなしができるように、
４つのバリエーションをご用意しています。

朝読書

8:35

朝礼

8:45

１～４時間目
（50分授業）

8:55

昼休み

12:45

５～７時間目
（50分授業）

13:25

掃除

16:15

終礼

16:35

課外活動
自習

16:40

完全下校
（秋冬は18:30）

19:00

サビエル生の１日

　サビエル高校はアットホームな学校です。先輩後輩が関わる機会が多くあり、サビエル祭やスポーツ
フェスティバルは全校生徒で作り上げていきます。クリスマス会や修養会はカトリックの学校だから
こそ出来る行事です。また、先生との距離が近く授業で困った時にすぐに質問しやすい環境が作られ
ています。そしてサビエル高校のスクールモットーは「For Others, With Others ～他者のために他者
とともに～」です。そのためボランティア活動に積極的に参加しています。他者のために行う活動が私
たち自身を成長させてくれます。高校に入学した当初、私は中学までの友人と離れ、新しい環境になる
ことが不安でした。しかし、入学してすぐにあったオリエンテーションキャンプで一気に打ち解けること
が出来ました。堅いイメージのある講演でさえもサビエル生は楽しく盛り上がれます。新しい生活に不安
を感じている人も多いと思いますが、様 な々行事を通じて、良い仲間、良いライバルになれるはずです。
サビエル高校で充実した3年間を過ごしましょう！生徒一同、皆さんのご入学をお待ちしています。

生徒会長
挨拶

生徒会長
挨拶

生徒会長  岩田 真由子
山陽小野田市立厚狭中学校出身

女子の制服は濃紺地の
ブレザーに赤色のパイピング、

スカートは明るめの
チェック柄です。

正 装

男子は濃紺の詰襟タイプ。
袖口に青のラインが
入っています。

正 装

半袖長袖カーディガンカーディガン 長袖 半袖

XAVIER HIGH SCHOOL  SCHOOL GUIDE 2021 XAVIER HIGH SCHOOL  SCHOOL GUIDE 202115 16

サビエル生の制服
サビエル高校は衣替えがありません。

気候や各自の体調に合わせた着こなしができるように、
４つのバリエーションをご用意しています。

朝読書

8:35

朝礼

8:45

１～４時間目
（50分授業）

8:55

昼休み

12:45

５～７時間目
（50分授業）

13:25

掃除

16:15

終礼

16:35

課外活動
自習

16:40

完全下校
（秋冬は18:30）

19:00

サビエル生の１日

　サビエル高校はアットホームな学校です。先輩後輩が関わる機会が多くあり、サビエル祭やスポーツ
フェスティバルは全校生徒で作り上げていきます。クリスマス会や修養会はカトリックの学校だから
こそ出来る行事です。また、先生との距離が近く授業で困った時にすぐに質問しやすい環境が作られ
ています。そしてサビエル高校のスクールモットーは「For Others, With Others ～他者のために他者
とともに～」です。そのためボランティア活動に積極的に参加しています。他者のために行う活動が私
たち自身を成長させてくれます。高校に入学した当初、私は中学までの友人と離れ、新しい環境になる
ことが不安でした。しかし、入学してすぐにあったオリエンテーションキャンプで一気に打ち解けること
が出来ました。堅いイメージのある講演でさえもサビエル生は楽しく盛り上がれます。新しい生活に不安
を感じている人も多いと思いますが、様 な々行事を通じて、良い仲間、良いライバルになれるはずです。
サビエル高校で充実した3年間を過ごしましょう！生徒一同、皆さんのご入学をお待ちしています。

生徒会長
挨拶

生徒会長
挨拶

生徒会長  岩田 真由子
山陽小野田市立厚狭中学校出身

女子の制服は濃紺地の
ブレザーに赤色のパイピング、

スカートは明るめの
チェック柄です。

正 装

男子は濃紺の詰襟タイプ。
袖口に青のラインが
入っています。

正 装

半袖長袖カーディガンカーディガン 長袖 半袖

XAVIER HIGH SCHOOL  SCHOOL GUIDE 2021 XAVIER HIGH SCHOOL  SCHOOL GUIDE 202115 16



年間行事
2019年度

Sch�l Life

●入学式
●新学年の集い
●歓迎会
●１年生オリエンテーションキャンプ

●聖母月の集い
●生徒総会

●サビエル祭
●姉妹校聖母女子高来校

●期末考査
●夏期講習会　勉強合宿

●語学研修（ホームステイ）
●オープンスクール①

●修学旅行
●スポーツフェスティバル
●オープンスクール②

●教育講演会

●追悼の集い
●入試説明会
●修養会

●期末考査
●街頭募金
●クリスマスの集い
●冬期講習会
●姉妹校聖母女子高訪問

●本校入試

●マラソン／駅伝大会
●生徒会立会演説会
●学年末考査
●送別会

●卒業式
●春期講習会

4
April

5
May

6
June

7
July

8
August

9
Septemb�

10
Octob�

11
N�emb�

12
Decemb�

1
Janu�y

2
Febru�y

3
M�ch

楽しいイベントもたくさん！
高校生活、En j o yしよう！
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●第65回中国高等学校剣道選手権出場
●宇部支部総合体育大会　女子団体３位
●宇部市体育協会長杯争奪近郷剣道大会　男子団体第２位
●第15回会長杯争奪剣道大会　男子個人３位　女子個人２位　女子団体３位

●山口県女子サッカーリーグ２部　５位

部活動紹介
Club Activity

先輩や後輩たちと一つの目標に向か  って汗を流し、一生懸命になれる瞬間。
そこから生まれるかけがえのない友  情は高校生活の１ページを彩ります。

陸上部

テニス部（男子） テニス部（女子） バスケットボール部（女子）

バレーボール部（女子） サッカー部（女子）

美術部 E.S.S 科学部

吹奏楽部

演劇・文芸部カリタス部 写真部

軽音楽部茶道部

合唱部 聖書研究部 インターアクトクラブ

剣道部 卓球部

運動部
山口県高等学校体育連盟主催大会をはじめ、

各種大会に参加しています。

剣道部

●宇部支部総合体育大会　女子3000m　２位陸上部

●山口県高体連宇部支部春季テニス大会　女子ダブルス３位
●令和元年度山口県高体連宇部支部秋季テニス大会　女子シングルス３位　女子ダブルス１位

硬式
テニス部

サッカー部

部活動
実績

●第４３回全国高等学校総合文化祭（２０１９佐賀総文祭）美術・工芸部門作品出品
●第４１回山口県高等学校総合文化祭美術・工芸部門「優秀賞」（２点）
　※うち１点は、全国大会出品候補作品（２０２０高知大会）
●第７２回山口県学校美術展覧会　推奨（１点）、優良（２点）
●瀬戸内デザイングランプリ２０１９　入選（２点）

美術部

●第６１回宇部ユネスコ英語暗唱弁論大会　３位入賞　４位入賞E.S.S.

●第７回山陽小野田市まちのじまんフォトコンテスト　高校生の部　大賞、優秀賞写真部

部活動
実績

文化部
各種文化的行事への参加、サビエル祭での展示発表、
ボランティア活動への参加などの活動をしています。
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スタディールーム

校長メッセージおいでよ サビエル寮

楽しい寮生活
寮で生活していると、自分のことを自分でするので最
初は大変ですが、本当にいい経験になります。寮に
入ったばかりの頃は慣れないことも多く不安でしたが、
みんなで勉強したり、テレビを見たり、一緒に出かけ
たり、一緒に生活するのは本当に楽しいです。また学
年関係なく仲がよ
く留学生とも一緒
に生活できるので
とても充実してい
ます。ぜひ皆さん
も一緒に楽しい
寮生活を送り
ましょう！

　サビエル寮は設立当初から、キリスト･イエズスの宣教会のシスター
たちが寮監を務めて来ました。「愛と奉仕に生きる」というサビエル高校
の精神のもとで、互いに愛し合い、仕えあうことを大事にしています。
　子ども達は家庭の中で、親の庇護と兄弟達とのふれあいの中で成長
し、やがては社会に飛び立ちます。学校や寮は家庭と社会の間にあって、
そのどちらでもなく、子どもたちが大人になるための養成の場と言える
でしょう。特に、寮生活は共同生活の中で、他者との関わりを通して、
社会のルールだけでなく、人として大切なことを学ぶ場です。
　これからの社会は多文化共生を避けて通ることができません。寮生活
の中で、他者との違いを認め、
それを尊重しながら、自分自身
のアイデンティティーを
見つけて欲しいと
思います。

Student’s V�ce
Student’s V�ce

小田 みちる  
島根県益田市立益田中学校出身

濱野 夢奈  
東京都江戸川区立小岩第五中学校出身

寮母からのメッセージ

サビエル寮
寮母

寮全景

楽しい夕食

個室でのなごやかなひととき

学校まで徒歩１分、走れば３０秒

家が近くの人も遠くの人も。 海外からの留学生も。
３食付き。 冷暖房完備のスタディルームで勉強に集中できる。

毎日楽しみ　お弁当

校章について

「Love and Service」

　「Love and Service」（愛と奉仕に生きる）これは本校の建学
の理念です。「Love」愛について、お話しします。

　「愛する」と「好き」とは少し違います。人を愛するとは、「その
人が、その人らしく生きて行けるように、応援すること」、つまり、
人を「大切にする」という事です。

　サビエル高校で学ぶ生徒一人ひとりが、お互いの違いを認め
合い、お互いを思いやり、そして支えあう、そんな人として成長
し、将来、世界中の多くの人々の幸せ実現のために、それぞれが、

自分の役割を果たすことのできる人間となって欲しいと、私たち
は思っています。

　本校は、キリスト教の教えを根底に人間教育をするカトリックの
ミッションスクールです。「カトリック」とは「全世界に共通する、変わ
らないもの」という意味です。また、「ミッション」とは「使命」と
いうことです。カトリックの精神を学び、広く世界に目を向け、柔軟
な対応のできる、「真の国際人」となってくれように願っています。

校 長  松𠩤 秀樹

日本に最初にキリスト教を伝えた聖フランシスコ・
ザビエルの生家、ザビエル城に掲げられている
家紋を校章としていただいています。
神と人への愛に燃え、名実ともにそれに命を賭けた
フランシスコ・ザビエルの信仰と勇気に学ぶことが
できるようにとの願いが込められています。
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マックス
バリュ

至下関 小野田 IC 山陽自動車道 至小郡

至下関 国道190号線

国道２号線

至宇部

文
高千帆小学校

文
小野田高等学校

山陽小野田市役所

小野田駅

トヨタカローラ

セブン
イレブン

セブン
イレブン

徒歩 約15分

周辺地図 路 線 図

15分 JR山陽新幹線 11分
30分 22分

25分

4分

28分

50分

23分

16分

11分

JR山陽本線
5分

JR小野田線 JR宇部線

サビエル高等学校

文
高千帆中学校

サビエル高等学校

美祢駅 山口駅

防府駅

宇部駅

宇部新川駅

新下関駅 厚狭駅 新山口駅

小野田駅

サビエル高等学校 TEL0836-83-3587  FAX0836-83-3439
〒756-0080 山口県山陽小野田市揥山三丁目５-１

http://www.xavier.ed.jp　E-mail：info@xavier.ed.jp

XAVIER HIGH SCHOOL

第１回オープンスクール

第２回オープンスクール

プチ入試体験会

9月26日●土
9：00～12：30

10月予定
9：00～12：30

11月7日●土
9：00～12：30

ご 案 内


