
school guide 2021

AOMORI YAMADA

夢
に
本
気

は
じ
ま
る

挑
戦

2021



普通科 /美術コース

情報処理科 自動車科 調理科

普通科 /演劇コース 普通科 /スポーツコース

普通科 /キャリアアップコース 普通科 /吹奏楽コース普通科 /特進コース



夢 に 本 気  は じ ま る 挑 戦

contents

青森山田の教育について

青森山田高校の歩み

青森山田の５つの魅力

学科コース紹介

普通科 /特進コース

普通科 /キャリアアップコース

普通科 /吹奏楽コース

普通科 /美術コース

普通科 /演劇コース

普通科 /スポーツコース

情報処理科

自動車科

調理科

進学について

就職について

活躍する先輩

年間行事

クラブ活動

スクールライフ紹介

施設紹介・スクールバスコース

学校周辺マップ

授業料などのご案内

入学者選抜日程一覧

夢 へ と 踏 み だ す 一 歩 は こ こ か ら

3p

4p

5p

6p

7p

9p

10p

11p

12p

13p

14p

15p

16p

17p

19p

20p

21p

23p

25p

27p

28p

29p

30p



青森山田の教育について

青森山田高等学校では「誠実」「勤勉」「純潔」「明朗」の４つの校訓を掲げ、また社会で自立して活動してい
くための「学力の３要素」を磨き、厳しい時代を乗り越え、新たな価値を創造し、自らの未来を切り拓いてい
く人材を育てます。

誠実

勤勉

純潔

明朗
青森山田
の
校訓 学力の三要素

主体性を持って多様な人々と
協働して学ぶ態度

知識・技能

思考力・判断力・表現力

文武両道の規律ある進学校

自立

精神 礼儀
部活動や学校行事を通し
て、身体を鍛え上げ、強
い精神力とコミュニケー
ション力を育てます

様々な体験学習を通し
て、人間作りに欠かせな
い思いやりや礼儀作法の
心を育てます

人間力育成
互いを尊重しあい協働して社会を造りあげる品性のある
人間形成を目指し、自らの力で未来を切り拓く、個性豊
かなグローバルリーダーを育成します。
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主体的、対話的な深い学
びを通して、豊かな知性
と応用力を磨き、自ら考
え、判断し、解決できる
能力を育てます
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青森山田高校の歩み

START

60th

90th

100th

大正 7年

昭和 6年

昭和 52 年

8年

23 年
36 年
37 年
41 年
43 年
47 年

昭和 56 年
57 年

平成元年
3年
5年
6年
7年
9年
13 年
14 年
15 年

理事長に盛田稔  就任、校長に花田惇  就任
理事長に岡島成行　就任
第 95 回全国高校サッカー選手権大会優勝
東京大学合格者輩出

創立者山田きみ先生が青森市新町の自宅に裁縫塾を開く

各種学校令による青森家政学園設立許可（青森市長島町 156 番地）
実業学校令による山田高等家政女学校と改め修業年限本科 4年、
家政科 2年、研究科 1年を設け、校舎を青森市浦町に設置
学制改革により山田高等学校と称する
校長に木村正枝　就任
学校法人山田学園を学校法人青森山田学園と改称
理事長に木村正枝　就任
青森大学開学
校長に木村滋男　就任

新校舎完成にともない移転
創立 60 周年　学園歌「意気と熱に」制定

平成 20 年

令和元年
令和 2 年

創立 90 周年
青森山田学園ねぶた「ねぶた大賞」受賞

調理科増設　　　　　 
2 級自動車整備士養成施設・自動車専攻科開設

平成 24 年
26 年
28 年

普通科を特進、教養、体育コースに改める
青森山田学園理事長 木村正枝 県褒章受章
第 75 回全国高等学校野球選手権記念大会初出場
青森山田学園ねぶたにおいて「田村麻呂賞」(現ねぶた大賞 )受賞
校長に木村隆文　就任
青森山田高等学校通信制課程 普通科設置認可
青森山田中学校を認可
理事長に木村隆文　就任
野球研修センター新築完成

創立 100 周年

第 97 回全国高校サッカー選手権大会優勝

第 99 回全国高等学校ラグビーフットボール大会初出場

平成 30 年

31 年

1918 2008

2018

2020
1977

1989

　少子高齢化、AI の発達により、日本社会は大きな転換期を迎えて

います。そんな中で本校は、平成 30 年に創立 100 周年を迎え、新た

なスタートを切りました。これからも私学として、建学の精神を生

かした教育活動を通じて生徒個々の成長を実現し、社会に貢献でき

る人間性あふれる人材を世に送り出すことが、開校以来の私たちの

願いです。

　そのためにはまず、自ら進んで学ぶ「学び力」の育成が不可欠です。

大学進学のための受験学力はもちろんですが、様々な価値観の併存す

る現代社会の中で何が自分に必要かを考え、身につけた学びの知識を

活かす実践力の育成に力を注いでいます。

　また、一人ひとりの特性・個性を大切にし、毎日の研鑽の中で校訓

の実現を目指しています。各自が将来へのビジョンを明確に持ち、自

らの可能性を信じて突き進む力を大切に育てていきます。

　先に述べたように、社会が私たちの予想を遥かに超えるスピードで

　　国際化していく今日、コミュニケーション能力は必須です。身の

　　　回りの人や自然や様々な出来事に目を向け、積極的に他者と交

　　　　流を深めて相互理解し、ともに生きていく力を身につけてほ

　　　　　しいと願っています。希望に燃えた皆さんの可能性を

　　　　　　信じる熱心な先生方と最適な環境がここにあります。

　　　　　　あなたの夢を実現するために、ぜひ「青森山田」

　　　　　　で有意義な高校生活を送ってください。

青森山田高等学校　校長

花田　惇
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青森山田は生徒の可能性を引き出し、伸ばし、育てます
～青森山田の５つの魅力～

1 個性や能力に合わせて選べる
多様な学科・コースがある

2 個性や能力に応じて指導する
カリキュラムとサポート体制がある

3 個性と能力を引き出し、伸ばし、
育てる指導者がいる

4 活躍できる様々な部活動と整った
環境がある

5 生徒一人ひとりの将来の目標に
合わせた、出口の保障が実現できる

青森山田の５つの魅力
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生徒一人ひとりの希望を叶えるため、個性や目的に合わせて選べる学科・コースがあります。
全国レベルで活躍する、実力ある部が揃っています。多くの生徒が勉強と部活の両立に励み、文武両道を実践
しています。

学科・コース紹介

普通科の指導重点

情報処理科・自動車科・調理科の指導重点

学力の保障

学力の保障

◯自ら課題に取り組む主体性を高める指導

◯研究心を刺激して幅広い教養を習得

◯基礎学力の定着と専門性の深化

◯将来必要とされる知識・技能の習得

◯資格取得・検定合格の徹底フォロー

◯個々の技術を高める丁寧な指導

進学・就職サポート

◯現場を知る就業体験の実施

◯希望の会社や大学を選べる進路相談会の実施

◯口頭試問や面接に向けた丁寧な指導

◯職業観を磨く進路指導集会の実施

◯就職指導セミナーの開催

◯就職試験対策をきめ細かく丁寧に指導

キャリア教育

◯社会とのコミュニケーションで職業観を育成

◯自らの就業力を育む指導

◯継続的な対話・指導による意識の向上

指導内容

指導内容

◯実力把握のための模擬試験を１年次から実施

◯担当教員による受験ナビゲーションの導入

◯苦手分野の克服、多様な受験方式への対応指導

普通科

特進コース 国公立大学・難関私立大学の現役合格を目指します。

ICT社会に対応できる人材育成を目指します。

時代のニーズに応える整備士の育成を目指します。

即戦力として通用する高い技術と知識を身につけた専門家の育成を目指します。

普通科ならではの進路指導で、進学就職の目標達成を目指します。

音楽を通じて豊かな人間性を身につけることを目指します。

美術に専門的に取り組み、個性を磨くことを目指します。

劇を創造する喜びを味わい、豊かな感性の育成を目指します。

スポーツを通じて社会に役立つ人間形成を目指します。

積極的に大学進学を目指します。

大学・専門学校・公務員・就職を目指します。

キャリアアップコース

吹奏楽コース

美術コース

演劇コース

スポーツコース

アドバンスクラス

スタンダードクラス

情報処理科

自動車科

調理科



特進コース
普通科 

good point

徹底した少人数制

新入試制度へ対応

夢が実現できる徹底した少
人数教育で、医療系大学（医・
歯・薬学部）・文系難関大学
への合格が県内トップレベ
ルです。文部科学省が掲げ
る入試制度改革に向けての
対応が充実しています。

Teacher Message
数学担当
石岡　知 先生
いつの日か「今の自分の力は青森山

田で身につけた」と胸を張って言っ

て欲しい。「人生において貴重な時間

だった」と共に語りたい。その日の

ために、勉強も部活動も今は必死。

個の力を伸ばす

グローバルな人材育成

学習合宿で更にレベルアップ

選択制の課外講習

コンピューターやタブレットを使って、学校でも家でもどこ
でもオンラインで学習ができるスタディサプリを導入してい
ます。到達度テストで自分の弱点を見つけ、効率の良い学習
ができます。

英語検定など積極的に受験することで、英語の運用能力を高
めています。フィリピン・セブ島での語学研修で更にスキル
アップ。

長期休業中には学習合宿を実施し、終日５教科の学習を中心
に徹底して弱点克服に取り組みます。この合宿をきっかけに
受験生としての意識が高まります。

毎週木曜日と金曜日の課外の時間はやりたいことを自分で選
びます。数学や理科、英語の他に部活動を選んでいる生徒も
います。

こんな人は普通科特進コースに向いてます！

大学への進学を考えている

語学のスキルをあげたい

学びながらやりたいことをみつけたい
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貪欲な３年間を！

1

2

3

4

5

6

7

8

mon tue thu fri satwed

LHR

化学基礎

化学基礎

家庭基礎

家庭基礎

生物基礎

生物基礎

スタディ
サプリ

物理基礎 物理基礎

選択講習 選択講習
世界史A

世界史A

保健

1週間の時間割（１年次）

体育

体育 体育

音楽

倫理

倫理英語表現Ⅰ

英語表現Ⅰ

英語表現Ⅰ

国語総合

国語総合

国語総合

国語総合数学Ⅰ
数学Ⅱ

数学Ⅰ
数学Ⅱ

数学Ⅰ
数学Ⅱ

数学A
数学 B

数学A
数学 B数学Ⅰ

数学Ⅱ

総合的な
探求の時間

コミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

〈特進コース〉紹介ムービー公開中！



特進コース自慢のカリキュラム紹介

セブ島語学研修

語学だけではなくグローバルな感覚が育つ！

あなたの選択を丁寧にサポート！

約 7日間の日程でフィリピンのセブ島を訪れ、実践的な英語を学びます。また、
異なる国の習慣や文化を学ぶことで自分の視野を広めることができます。

７時間目、８時間目を利用して行います。１年生は数学、
英語、理科、部活動の中から選択し、３年生はセンター
対策として国語、英語、数学、理科基礎の中から選択
して学ぶことができます。

その 3

学習合宿

いつもと違った環境で学びつくす！
2019 年度は 8 月 16 日～８月 19 日までの３泊４日間、岩手山
青少年交流の家で学習合宿を行いました。テレビもスマホもな
い環境の中で50分授業を１日10時間行います。
その他、春休みには仙台の河合塾で学習合宿も行われます。
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佐々木　萌
私は英語が苦手で、CDU　ESL に行くまで不安
でした。しかし、レッスンを受講していくうちに
慣れてきて、英語で話すことが楽しくなりました。
これから国際化が進んでいくので、英語は欠かせ
ないものだと思います。この経験を生かし、英語
を積極的に話していきたいです。

川嶋　沙英

桝井　清純

私は初めての海外で、最初はとても不安でした。
日が経つにつれて生活にも慣れて、授業も楽しく
受けることができました。英語を学ぶだけではな
く、フィリピンの文化や習慣を知ることができ、
日本の豊かさを実感しました。帰国後も積極的に
英語を勉強していきたいと思います。

自分が調べたいことについて仮説を立てて実験し、考察を深めます。昨年度は、
青森大学で行われた「高校生科学研究コンテスト」に３チームが出場しました。
また、東北大学で行われた省エネ政策提案型パブリックディベートコンテストで
は「未来への省エネルギー提案」をしました。メンバーのほとんどが、テニス部
や書道部、弦楽部など部活動に所属しているため理科のコンテストと部活動の大
会が重なったりするので調整が課題ですが、それも含めて楽しんでいます。

工藤　璃子
私は英語の歌や映画に興味があった
ので英語演習を選択しました。英語
で歌を歌って発音を覚えたり、一つ
の物語をグループで協力して読み進
めたりなど、楽しく英語を学んでい
ます。今年は英語のディベートにも
挑戦します。

佐々木　遼佳
私は陸上競技部に所属していて、７・８時間目は部
活動を選択しています。部員と切磋琢磨し東北大会
を目指しています。将来は国連で働くことを考えて
います。未だに紛争が続くような地域で恵まれない
状況にある子供たちのために、何か自分に出来るこ
とがあるのではないかと考えています。

選択制課外講習

理科選択 英語選択

部活動選択

孤児院でのボランティア活動



キャリアアップコース
普通科 

good point

校外に出て様々な体験・探求学習ができる

進路選択の幅が広がる

基礎学力の確実な定着を図
るとともに、豊かな教養や
創造力を養います。大きく
変化する現代社会をたくま
しく生き抜く人間力のスキ
ルアップを目指し、進路実
現のために全面的にサポー
トします。

Teacher Message
キャリアアップ担当
三上　理恵 先生
本校のキャリアアップコースでは、学習活

動の軸として、探求学習やインターンシッ

プ活動を行っています。探求学習では、仲

間と共に興味関心のあることの中から課題

を見出し、各教科で学んだことを活用して、

様々な角度から課題解決に取り組みます。

教員も全力で問題解決をサポートします。

基礎学力の向上を図る

豊かな教養・創造力を修得する

こんな人は普通科キャリアアップコースに向いてます！

やりたいことや夢を見つけたい
スキルアップをして、社会に出てから活躍できる人になりたい

自分探しをしたい

《キャリアアップコース授業紹介》

探求学習、インターンシップで

一緒に学ぼう！

公務員講習

公務員にはどのような職種があり、どのよう
な試験があるのか、また、公務員試験に欠か
せない判断推理、数的処理などを学ぶことが
できます。また、公務員を希望していなくても、
就職に役立つ自己アピールや集団討論などの
練習も行います。
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「読み・書き・算盤 (計算 )」は学びの基本です。キャリアアッ
プコースでは、各科目の基礎・基本的な内容をじっくり丁寧
に指導し、基礎学力の向上と定着を図ります。

見学授業や体験学習、芸術鑑賞会などを、年数回実施していま
す。 また、各種ボランティア活動に従事する授業も計画され、
様々な活動を通して豊かな教養・感受性を培います。放課後は、
クラブ活動に打ち込んだり、学外活動に積極的に参加したり、
それぞれの目的に応じて多様な過ごし方ができます。

実用英語技能検定、日本漢字能力検定、数学検定などを始めと
した各種検定・資格の取得に向けて指導を行います。 また、公
務員採用試験突破を目指す人のために、外部講師による 講習も
実施しています。 変化する時代の中で、常に変わらず求められ
るものは「人間力」 です。 スキルアップを目指し、積極的にチャ 
レンジできる環境づくりをしています。

各種検定試験を通してスキルアップ

進路実現のためのサポート
大学・短期大学、専門学校、公務員、就職……。 生徒の抱く
思いは様々です。一人ひとりの希望に向き合い、徹底した個
別指導で、進路実現のために全力でサポートします。

1

2

3

4

5

6

mon tue thu friwed

全校朝会
LHR

保健

国語総合

国語総合

国語総合

芸術

国語総合

数学Ⅰ 数学Ⅰ 数学Ⅰ

数学Ⅰ

地理 B

地理 B

地理 B

地理 B

コミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

総合的な
探求の時間

家庭基礎

家庭基礎

物理基礎

物理基礎

体育

体育

社会と情報

社会と情報

キャリアアップ
演習

1週間の時間割（１年次）

〈キャリアアップコース〉紹介ムービー公開中！



吹奏楽コース
普通科 

good point

吹奏楽コース＝吹奏楽部＝最高の仲間 !!

音楽を全力で楽しめる環境が完備 !!

業界トップのプロ演奏家によるレッスンで
確実にレベルアップ

最先端の専門知識と演奏技
術の体得はもちろん、音楽
を通して仲間との一体感や
感動を味わうことにより、
よりグローバルな感性を
持った人格形成と、豊かな
人間性を身につけることを
目指します。

Teacher Message

吹奏楽専門教科・地歴担当
高橋　太郎 先生

音楽業界のスペシャリストによる丁寧な指導

コンクール、コンテストへの積極的な取り組み

大学、短大、専門学校への積極的な進学指導

年間を通じて行われる演奏活動

こんな人は普通科吹奏楽コースに向いてます！

プロの演奏家を目指す！

音楽、舞台、楽器にかかわる仕事に就く！

高校生活は全力で吹奏楽！将来は青森山田での経験を
いかして別の道でさらに飛躍！

《吹奏楽コース人気授業紹介》

「素敵な笑顔に !」

12 月：定期演奏会
「北の街コンサート」

10

プロの指揮者・指導者として活躍されている特別講師を音楽
監督として迎え、高度な専門知識・技術と豊かな音楽表現力
を体得することができ、楽器未経験者でも基礎から丁寧にしっ
かり学べる環境が整っています。

吹奏楽コンクール、アンサンブルコンテスト、ソロコンテス
トなどに積極的に挑戦し、計画的かつ実践的なレッスンプロ
グラムを取り入れ、上位進出を目指します。

本コースには夢を叶えようと一生懸命頑張れる環境がありま
す。国内外で活躍するプロの演奏家、教員、保育士、自衛隊
音楽隊、警察など、輝かしい活躍は「青森山田で吹奏楽をやる !」
ことが社会に通用することを証明しています。

年２回の定期演奏会「フレッシュコンサート (５月 )、北の街
コンサート (12 月 )」をはじめとして、県内外で演奏活動を行っ
ています。音楽活動を通し、地域社会と交流をはかり、グロー
バルな視点とリーダーの資質を兼ね備えた人格育成を目標と
します。
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mon tue thu friwed

全校朝会
LHR

保健

国語総合

国語総合

国語総合

数学Ⅰ

数学Ⅰ

ソルフェージュ

数学Ⅰ

器楽

地理A

地理Aコミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

総合的な
探求の時間

家庭基礎 家庭基礎

演奏研究

物理基礎

物理基礎

体育

体育

音楽理論

音楽史

体育

合奏

仲間と一緒に、ひとつの音楽・作品を作り上

げるという素晴らしい体験を通して、より幅

広い感性を身につけて欲しい。感性が磨かれ

たらもっと素敵な「笑顔」になれるはず！音

楽ももっともっと「楽しく」なるはず！『い

ちばん大切なこと、笑顔になってもらうこと』

生徒も指導者も一緒に「きっとできる！」

「もっと上手に！」と毎日達成感を感じながら、新しい作品、演奏にチャ

レンジしましょう！

毎年、超豪華ゲストをお招きし、「北の街
コンサート」と題して、青森山田ならでは
のクリスマスコンサートを開催していま
す！令和２年度は TV 番組でもおなじみの
あの方です！！

昨年度　東京佼成ウインドオーケストラコンサートマスター
ゲスト　サクソフォン奏者　田中靖人先生

〈吹奏楽コース〉紹介ムービー公開中！

1 週間の時間割（１年次）



美術コース
普通科 

good point

造形する力を高められる
独自に発想し、
構想する力を生み出せる

美術の基本となる、素描
（デッサン）力を養うととも
に、絵画や彫刻・デザイン
などの制作を通して一人一
人の個性や感性を高め、社
会生活でよりよく表現でき
る能力の育成を目指します。

Teacher Message

美術専門教科担当
木村　優 先生
美術とは、絵画や彫刻など鑑賞用の作品だ

けでなく、アニメのキャラクターデザイン

も、文房具や電化製品の工業デザインも、

全てデザイナーの作品と言えます。美術は

ビジネス的にも重要な位置にあり、可能性

を秘めています。芸術の世界で君の可能性

の花を咲かせましょう。

素描（デッサン）力を高める

個性を磨く

画力を高める

専門性を生かした進学や就職に有利

将来は美術の専門職に就きたい

絵を描いたり作品をつくることが好きだ

いろいろな考え方や作品に出会いたい

《美術コース授業紹介》

芸術の世界で可能性の

花を咲かせましょう

油絵制作学習

絵の具の重ね塗りが可能で表現の幅
が広いため、納得がいくまで追求で
きる魅力的な画材です。（中には、放
課後も制作を進める人もいます。）

こんな人は普通科美術コースに向いてます！

11

デッサンに大切なのは観察力と記憶力、描写力です。物を客
観的に細部まで観察し記憶する。そして、記憶した情報をリ
アルに描写できるように指導します。絵画はもちろん、彫塑
など造形物の基礎としても重要です。また、美大などの受験
においても重要な位置づけにあるため、徹底的に指導します。

絵画は、モチーフをリアルに描き出す素描力だけでは成立し
ません。個性や構図、水彩絵具や油絵具等の描画材の特性を
活かして作品を仕上げる総合的な技術力、つまり「画力」が
必要です。デッサン同様、丁寧に指導します。

特に個性が発揮されるのが、デザインやイラストの分野です。
デッサンや絵画で養った技術力をもとに、個性を最大限に引
き出す指導をします。デザインやイラストは、美術作品の中
でもより実践的なので、将来のビジネスにも期待を持てます。

芸術系の大学や専門学校への進学、デザイン力を生かせる会
社への就職に有利に働き、多くの先輩が活躍しています。
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全校朝会
LHR

保健

国語総合

国語総合

国語総合

数学Ⅰ

ビジュアル
デザイン

クラフト
デザイン

数学Ⅰ

数学Ⅰ

地理A

地理A

素描

美術史

コミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

総合的な
探求の時間

構成 絵画

家庭基礎

家庭基礎

物理基礎

物理基礎体育

体育

体育

美術概論

1週間の時間割（１年次）

〈美術コース〉紹介ムービー公開中！



演劇コース
普通科 

good point

身体表現力の向上
コミュニケーション能力の向上
創造力の発掘と高揚
自主性・協調性の高揚
情操の育成と感性の練磨

演劇づくりのための演技・演
出法や照明・音響など舞台技
術を互いに学び合うことで、
協調性や自主性を培うととも
に、豊かな感性を身につけ、
社会で必要とされるコミュニ
ケーション力や表現力の育成
を目指します。

Teacher Message
演劇教科担当
福浦　俊光 先生
本校の演劇部は、発声・発音の練習や身体

の訓練を行い、舞台照明や音響などの技術

を身につけることで、演劇づくりの基礎を

学びます。高文連の演劇コンクールなどに

も挑戦し、共同作業により信頼ある仲間作

りを目指します。舞台を作る中で自分の可

能性を再発見してみませんか。

台詞（ことば）の基本訓練の実施

身体・動作（しぐさ）の基本訓練の実施

グループ別素材上演の演習と合評会の実施

人間性の伸長を目指すワーキング実習の実施

こんな人は普通科演劇コースに向いてます！

将来的に舞台芸術関係（俳優・技術スタッフ）の仕事に就きたい
俳優や声優の専門学校及び芸術関係の大学への進学を考えている
舞台技術（照明・音響など）の操作に興味・関心がある
創作が好きでシナリオライターにチャレンジしてみたい
ジャンルを問わず、物づくりに興味・関心がある

《演劇コース人気授業紹介》

舞台を作る中で

自分の可能性を

再発見してみませんか

演技実習

全体を班分けし、作品（短編）の選
定から、演出・演技・効果等、すべ
て各班ごとに企画・立案し、一定の
練習を経て発表し、お互いを講評し
合うアクティブラーニング。

12

発声・発音・物言う術の基本的練習を行うことで言語感覚を
磨き、ことばで感情表現することの楽しさを学びます。

柔軟体操やストレッチ体操・呼吸体操などを反復練習するこ
とで身体表現能力を高め、演技力の向上を目指します。

素材台本にもとづき、グループ別の発表会を実施することで、
演技・演出力を高め、発表後の合評会をとおして鑑賞能力や
意見発表能力を育みます。

スタッフ ( 裏方 ) のメインワークである照明・音響・装置・衣
装などのプランニングや製作実習をとおして他との協調性や
主体的責任能力を培います。
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全校朝会
LHR

保健

国語総合

国語総合

国語総合

数学Ⅰ 数学Ⅰ

数学Ⅰ

地理A

地理A

作品研究 作品研究

演技理論 演技理論

コミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

総合的な
探求の時間

家庭基礎

家庭基礎

物理基礎 基礎演技

基礎演技

身体表現

身体表現

物理基礎体育

体育

体育

演劇実習

1週間の時間割（１年次）

〈演劇コース〉紹介ムービー公開中！



スポーツコース
普通科 

good point

充実した施設
専門の優秀な指導者

スポーツに集中できるカリ
キュラムで文武両道を実現。
トップアスリート・大学進
学、そして人間としての成
長を目指します。

Teacher Message
保健体育担当
橋本　高行先生
スポーツコースでは、県内だけではなく全国

各地から生徒たちが集まり、夢実現 のため

頑張っています。各専門種目の 知識・スキ

ル向上だけではなく文武両道を実現し、難関

大学にも多数合格してい ます。学校生活や

部活動で礼儀や人間関係の形成、忍耐力を身

につけ、人間性を高めることができます。

スポーツに集中できるカリキュラムで文武両道を実現

社会性の大切さを学ぶ

各自の目標と能力・適性に合わせたクラスから選択

トップアスリートとして活躍する先輩がいる

スポーツが大好きな人

トップアスリートを目指す人

将来スポーツに関わりたいと考えている人

《スポーツコース授業紹介》

夢を叶えるため

全力でサポートします

マスゲーム

１つの作品を 500 人を超える生
徒たちで作り上げていきます。

こんな人は普通科スポーツコースに向いてます！

スポーツコースに在籍できる部活動

13

トップアスリートを目指し、集中して技術力向上に取り組め
るように、午後の多くを体育専門教科の授業に組み込むと同
時に、大学進学にも対応できる ようなカリキュラムで、文武
両道を実現します。

スポーツを通して、挨拶の仕方や話し方・日常生活でのマナー
を身につけることに重点を置いています。奉仕活動なども積
極的に行い、次代のリーダーに不可欠な社会性を身につけて
いきます。

青森山田で鍛え上げ、全国そして世界の大舞台で活躍してい
る超一流の選手を多数輩出しています。卒業生の中には、プ
ロ選手、オリンピックでのメダリスト、各競技指導者等もおり、
社会のリーダーとして活躍しています。

アドバンスクラス：高い運動 スキルを身につけながらも積極
的に大学進学 を目指す ために授業内容を設定しています。
スタンダードクラス：トップアスリートを目指しながらも幅
広く教養を身につけることを目指した授業内容を設定してい
ます。
※入学時と２学年進級時に、各自の目標や能カ・適性に合わせてクラ
ス編成を行います。

硬式野球部、サッカー部、バドミン
トン部、新体操部、器械体操部、自
転車競技部、ラグビー部、バスケッ
トボール部、柔道部、水泳部、陸上
競技部、卓球部
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全校朝会
LHR

保健

国語総合

国語総合

国語総合

国語総合数学Ⅰ 数学Ⅰ

数学Ⅰ

地理 B

地理 B

スポーツ
概論

スポーツ
総合演習

コミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

総合的な
探求の時間家庭基礎

家庭基礎

物理基礎物理基礎

芸術

スポーツⅠ

スポーツⅡ スポーツⅢ•Ⅳ

スポーツⅡ スポーツⅤ

スポーツⅥ

1週間の時間割（１年次）

〈スポーツコース〉紹介ムービー公開中！



情報処理科

good point

青森大学ソフトウェア情報学部と
連携した楽しい授業
検定試験で資格取得
学校外での特別授業実施
地域や会社と連携し、
特別講話の実施

充実した環境のもと、就職・
進学に対応した実践型教育を
実施し、新時代に必要とされ
る人材を育成します。

Teacher Message
情報処理専門教科担当
長尾　貴博 先生
情報処理科では、将来必要とされる専門

科目を重点的に学習し、各種検定試験に

向けて、教員が全力でサポートします。

私たち教師は「楽しく・優しく・ために

なる」を合言葉として生徒たちと一緒に

成長できる環境を目指しています。皆さ

んに会える日を楽しみに待っています。

最先端のコンピュータスキルを身につける

各種検定の取得に挑む

充実した進路

青森大学ソフトウェア情報学部との高大連携

こんな人は情報処理科に向いてます！

パソコンが大好きな人、興味がある人

検定試験で資格を身につけたい人

3年後就職しようか進学しようかまだ迷っている人

《情報処理科授業紹介》

「楽しく・優しく・

ためになる」が合言葉

課題研究

青森大学ソフトウェア情報学部の先生が
毎週興味深い授業を実施。プログラミン
グでゲーム作成やロボット自動車へプロ
グラミングし自由に動かす。3DCG で本
校校舎を作成等楽しい授業を展開。

14

最新の ICT 技術を初歩から学びます。最新のロボット製品を
使用してのプログラミングやゲームの制作を通してプログラ
ミングを学び、第四次産業革命に対応できる指導をしていき
ます。

進学にも就職にも対応できる専門実務を学び、簿記実務検定・
情報処理検定・電卓実務検定・ビジネス文書実務検定の１級
合格を目指します。

これまでに７名の国立大学や関東学院大学、東北学院大学、
近畿大学などの有名私立大学 にも合格者を輩出しています。
各種検定試験（簿記・情報処理・ビジネス文書・電卓）取得
により就職にも有利です。2019 年度は警視庁への合格者がい
ます。

２年生と３年生に対して、青森大学ソフトウェア情報学部の
教授による特別授業を実施し、高校の授業ではなかなか体験
できない世界を学びます。 大学の研究で取り組んでいる最先
端の研究紹介、プログラミングでゲーム作成等の楽しい授業
を行います。
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全校朝会
LHR

保健

簿記 国語総合

国語総合

数学Ⅰ

数学Ⅰ

地理A

地理A

電子商取引

電子商取引

電子商取引

科学と
人間生活

科学と
人間生活

コミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

簿記

簿記

ビジネス基礎

ビジネス基礎

ビジネス基礎

ビジネス実務 情報処理

体育

体育

体育

1週間の時間割（１年次）

〈情報処理科〉紹介ムービー公開中！



自動車科

good point

日々進化する自動車業界の
中で、新技術が求められて
います。基本となる整備技
術や専門科目をしっかり学
び、自動車業界で活躍でき
る新時代の整備士の養成を
目指します。

Teacher Message
自動車専門教科担当
五戸　豊美 先生
自動車科では、資格取得を積極的に行ってい

ます。在学中に 3 級自動車整備士国家試験の

受験資格があり、合格に向けての対策講習会

を行っています。資格を持つことは専門知識

を深めるとともに、就職や進学に有利になり

ます。将来社会に貢献できる人材になれるよ

う、青森山田で頑張ってください !

在学中に整備士資格を取得

様々な資格取得が可能

自動車専攻科への進路を優遇

機械いじりが好き

車好き

将来カーエンジニアになりたい方

《自動車科授業紹介》

資格取得を

積極的に行ってます！

自動実習

・エンジン分解、組立て
・自動車の解体

こんな人は自動車科に向いてます！
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1

2

3

4

5

6

mon tue thu friwed

全校朝会
LHR

保健

国語総合 国語総合

工業基礎

数学Ⅰ

数学Ⅰ コミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

自動車実習

自動車実習

自動車整備

自動車整備

自動車工学 自動車工学

自動車工学

家庭基礎

家庭基礎

体育

体育

本校自動車科では 2 年修了時に 3 級自動車整備技能登録受験
資格が与えられ、この試験に合格すると、3 級自動車整備士
の国家資格を取得することができます。

3 級自動車整備士 ( ガソリンエンジン・シャシ・ジーゼルエン
ジン )、ガス溶接技能修了証、アーク溶接特別教育講習修了証、
丙種危険物取扱者免状、乙種危険物取扱者免状 ( 第 1 類から
第 6 類 ) など、自動車に関わるあらゆる資格取得 にチャレン
ジできます。

自動車科を卒業すると、本学園の 2 級自動車整備士養成施設
である「自動車 専攻科」に優先的に進学することができます。
毎年多くの卒業生が進学し、2 級自動車整備士資格取得に向
かって頑張っています。その他にも、自動車大学校や各大学・
専門学校へ進学したり、県内外へ就職したりと、続々進路を
決めています。

科学と
人間生活

科学と
人間生活

1週間の時間割（１年次）

〈自動車科〉紹介ムービー公開中！

2 学年末に 3級整備士登録試験を受けることができます
ガス・アーク溶接技能講習終了証取得可能
危険物免許取得可能



調理科

good point

卒業と同時に調理師免許が取得可能
全国的にもめずらしい
氷柱彫刻実習があります

「食のスペシャリスト」であ
る調理師を目指し、知識・技
術の双方からのスキルアップ
を図ります。時代のニーズを
調理に取り入れることができ
る専門家を育成します。

Teacher Message
調理実習担当
梅田　弥昇彦 先生
青森山田の調理科では、調理全般の技術を

高める基礎実習を通して日本・ 西洋料理を

中心とした技術を身につけ、社会で即戦力

になるように親切 ・ 丁寧・楽しくをモッ

ト ーに指導しています。 調理師になって

もらうため、飛躍へのきっかけを与えるの

が私の役目です！

実践的な実習でプロの技を取得

専門調理試験の学科試験が免除

専門的な知識を基礎から学べる

卒業と同時に調理師免許を取得

こんな人は調理科に向いてます！

料理やお菓子作りが好きな人

調理師になりたい人

将来飲食関係の職業を目指している人

《調理科授業紹介》

親切・丁寧・楽しくを

モットーに指導！

調理実習

和洋中、様々な料理についてプロ
の知識と技術を学ぶことができま
す。また。和菓子や洋菓子などの
製菓実習も盛り込んでいます。
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設備の充実した調理実習室で、和食・洋食・中華・製菓の全
般にわたって、プロの講師が指導します。現場で使える確か
な技術が身につきます。また、高校の調理科ではめずらしい、
「氷柱彫刻実習」を毎年実施しています。

調理師免許取得後、「調理技術技能評価試験」( 国家試験 ) に
合格すると、「専門調理師」「調理技能士」の称号が与えられ
ます。本校卒業時に受験する技術考査に合格すると、この試
験の学科試験が免除されます。

私たちが生きていくうえで必要な成分を含む食品の知識を学
ぶ「食品学」、健康に欠かせない栄養について科学的に学ぶ「栄
養学」など、様々な知識をしっかり学びます。

厚生労働大臣指定の調理師養成施設として、高校卒業と同時
に無試験で国家資格である「調理師免許」を取得できます。

1

2

3

4

5

6

mon tue thu friwed

全校朝会
LHR

保健

国語総合 国語総合

調理理論

調理

数学Ⅰ 数学Ⅰ

地理A

地理A 食文化論

コミュニケーション
英語Ⅰ

コミュニケーション
英語Ⅰ

生活産業基礎

生活産業基礎生活産業情報 生活産業情報

公衆衛生 栄養学

食品衛生学

食品学

体育

体育 体育

芸術

科学と
人間生活

科学と
人間生活

1週間の時間割（１年次）

〈調理科〉紹介ムービー公開中！



進学について

高い進学意欲を持つ仲間たちと、徹底した受験指導を実践する教師陣。
英国数を中心とした効果的なカリキュラムで、難関大学の現役合格に向けた
 確かな学力を身につけます。

各教科の苦手分野の克服
や更なる実力アップのた
めの指導はもちろん、小
論文や面接指導も志望大
学に合わせてきめ細かく
指導します。また、各種
検定の指導も行っていま
す。特に英検の指導は積
極的に行い、特進コース
の３年生は約半数が２級
を取得済みで、準１級に
も合格しています。

個別指導の徹底

進学サポート体制

過去２年間の進路状況

本校では医療系への進学
を考える生徒の皆さんに、
早い段階から市内の病院
見学や医療関係の方の講
演なども行っています。
また、現役の医師による
「ドクタートーク」にも積
極的に参加しています。
他にも弘前大学や岩手大
学、青森公立大学のオー
プンキャンパスにはス
クールバスを利用して特
進クラス全員で参加して
います。

医療系の学部を
目指す生徒のために

〈国公立大学〉

〈私立大学〉

青森大学は、総合経営学部、社会学部、ソフトウェア情報学部、薬学部を擁する総合大学で、
就職率 96.5%( 平成 30 年度 ) の実績など、入学から出口までしっかりとサポート体制が整った
大学です。系列校として、特待や奨学制度のサポートを受けやすいことも魅力です。さらに、
東北の薬剤師不足を解消する任を受けており、国家資格合格のためのカリキュラムやリメディ
アル教育 (オーバーカムプログラム )の充実を図っております。

青森大学との特別教育提携
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進学 76％

四年生大学 55％

短期大学 3％

専門学校 18％

県内 14％

県内 10％就職 24％

東京農工大学工学部生命工学科 /筑波大学体育専門学群 /
東京学芸大学教育学部中等教育教員養成課程 /茨城大学人文社会科学部法律経済学科 /
岩手大学農学部植物生命科学科 /岩手大学理工学部化学学科 /金沢大学人間社会学域国際学類 /
弘前大学理工学部機械科学科・教育学部学校教育教員養成課程 /
弘前大学理工学部物質創成科学科 /福島大学人文社会学群人間発達文化学類 /
宮城教育大学教育学部初等教育学科 /国際教養大学国際教養学部国際教養学科 /
高崎経済大学経済学部経済学科 /都留文科大学教養学部地域社会学科 /
青森公立大学経営経済学部経済学科・経営学科・地域みらい学科 /
青森県立保健大学健康科学部看護学科

岩手医科大学薬学部 /東北医科薬科大学薬学部 /
学習院大学文学部 /明治大学文学部・法学部 /中央大学文学部 /
法政大学国際文化学部・法学部 /日本大学法学部 /日本大学危機管理学部 /
日本大学スポーツ科学部 /日本大学工学部 /東洋大学総合情報学部・国際観光学部 /
駒澤大学法学部・経済学部・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾒﾃﾞｨｱ・ｽﾀﾃﾞｨ学部 /
専修大学文学部 /関西大学社会学部・人間健康学部 /
同志社大学スポーツ健康科学部・経済学部・商学部 /立命館大学政策科学部

保護者のための大学進学
講演会を実施し、進路に
ついてアドバイスをして
います。昨年度は４回実
施し、どの回も大変好評
でした。また、二者面談・
三者面談を繰り返し行
い、一人ひとり個性に応
じた志望校選びをサポー
トします。

大学進学講演会の実施 学校外でも活動
青森県が認定する「高校生スキル
アッププロジェクト」に取り組み、
４０単位も取得している生徒がい
ます。また、青森大学の学生と一
緒に「地域と共に生きるあおりん
プロジェクト」の中から「幸畑ふ
くろう計画」に参加した生徒は、
巣箱の設置や地域の活性化を考え
ました。「ゆめびと育成プロジェ
クト」ではワークショップなどを
とおして、自分の夢について深く
考えていました。SDGs について
も今年は青森大学の SDGs 研究
所の協力を得て、本格的に取り組
んでいます。



大学合格実績
〈国公立大学〉

〈私立大学〉

〈文部科学省管轄外〉

東京大学／京都大学／東京工業大学／東京芸術大学／東北大学／横浜国立大学／北海道大学／筑波大学／千葉大学／東京
農工大学／東京学芸大学／東京海洋大学／室蘭工業大学／北見工業大学／北海道教育大学／弘前大学／秋田大学／岩手大
学／宮城教育大学／茨城大学／埼玉大学／長野大学／富山大学／奈良女子大学／高知大学／佐賀大学／釧路公立大学／青
森公立大学／青森県立保健大学／横浜市立大学／和歌山県立医科大学／福島大学／国際教養大学／高崎経済大学／都留文
科大学

青森大学／早稲田大学／慶応義塾大学／上智大学／東京理科大学／明治大学／青山学院大学／立教大学／津田塾大学／中
央大学／法政大学／日本大学／東洋大学／駒澤大学／専修大学／同志社大学／立命館大学／関西大学／北里大学／杏林大
学／順天堂大学／東京歯科大学／東京女子大学／東京農業大学／金沢医科歯科大学／松本歯科大学／札幌大学／札幌学院
大学／函館大学／北海学園大学／北海道医療大学／仙台大学／東北学院大学／東北福祉大学／東北薬科大学／富士大学／
神奈川大学／神奈川工科大学／神田外語大学／関東学院大学／国立音楽大学／工学院大学／國學院大学／国士舘大学／芝
浦工業大学／淑徳大学／城西大学／城西国際大学／尚美学園／昭和女子大学／駿河台大学／成城大学／成蹊大学／大東文
化大学／高千穂大学／玉川大学／千葉工業大学／千葉商科大学／中央学院大学／帝京大学／桐蔭横浜大学／東海大学／東
京情報大学／東京女子体育大学／東京電機大学／獨協大学／名古屋商科大学／日本女子体育大学／日本体育大学／白鷗大
学／佛教大学／立教大学／文京学院大学／平成国際大学／武蔵野音楽大学／明海大学／明治学院大学／山梨学院大学／立
正大学／流通経済大学／近畿大学／関西国際大学／京都橘大学／摂南大学／中京大学／その他多数

先輩からのメッセージ

東京農工大学
工学部  生命工学科

普通科特進コース

工藤  温仁さん
これから受験する皆さんに伝えたいことがあります。色々な場所に行き、
自分のやりたいことを見つけて欲しいのです。すると、モチベーションが
上がり勉強が楽しくなってきます。実際に、私も東京へ行き科学博物館を
訪れた時に、自分が将来学んでみたいものに出会いました。それを叶える
ために、今すべきことや必要な科目を考えた後は勉強が苦ではなくなり、
狂ったように勉強しました。皆さんにもこのような体験をして、勉強をす
ることの意味を再確認して欲しいです。

青森山田の進学指導の素晴らしさについては、私が自
信を持って太鼓判を押します。特進コースの先生方の
指導は丁寧です。少人数制ゆえに各先生方は全ての生
徒を深く理解し、各々の将来の希望を尊重しながら、
その実現のために的確かつ徹底した指導を行ってく
れます。そして生徒であるあなたが求めれば求めた分
だけ、先生方は力を貸してくださいます。私自身も、苦
手科目であった数学を早朝から指導していただいた
り、受験直前期には東大世界史の予想問題を作ってい
ただいたりと、大いに力をお借りし、それが確かに合
格へと結びつきました。ぜひ、この素晴らしい環境を
最大限活用し、皆さんの将来の夢の実現への第一歩を
この青森山田から踏み出してください。

防衛医科大学校／防衛大学校／海上保安大学校
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国際教養大学
国際教養学部  国際教養学科

普通科特進コース

東京大学
文科三類

普通科特進コース

山田  明怜さん
私は国際教養大学に推薦で合格しました。自己アピール書作成から英
語小論文、そして面接に至るまで幅広くご協力頂き、先生方に深く感謝
しています。
また、推薦を志すならばできるだけ多くの活動に参加することをお勧
めします。特に海外で行うような活動は自分の価値観が変わります。そ
うした機会を利用して、自己の見識を深めて下さい。後輩の皆さんが自
分の夢を叶えられることを祈ってます。

小川  護央さん



就職について

就職試験対策だけにとどまらず、職業選択の指針となるよう、
地域企業と連携してインターンシップなどの職業体験を充実させています。
本校独自の公務員試験対策講習も実施しています。

「進路指導集会」では、1
年次から 3年次に向けて職
業観がより明確に確立する
ようプログラムが組まれて
います。また、「進路指導
セミナー」では、先輩や会
社の方の就職に関する講話
や、求人票の見方、履歴書
の書き方、面接の仕方など
を分かりやすく丁寧に指導
します。

3 年生になると、実際に
企業の人事課の方の話を
聞くことができる「就職
相談会」に参加します。
会社毎にブースに分かれ
ており、一度に数社の事
業内容や採用条件、社風
等を知ることができるの
で、会社の比較・選定に
役立ちます。

公務員試験のノウハウを
知り尽くした教員による
「試験対策講習」が校内で
受けられます。国家公務
員や地方公務員を目指す
人には、心強いサポート
です。

「青森市内インターンシッ
プ」「一日看護体験」「福
祉施設体験講習会」など、
実際の現場での職業体験
を数多く受け入れていま
す。主に夏休み前後に 1
日～1週間程度で行われ、
誰でも参加することがで
きるよう、積極的にサポー
トしていきます。

就職サポート体制

主な就職先一覧（令和元年度卒業生）

進路指導 就職支援講習 職業体験 就職相談会

〈県内〉陸上自衛隊 /青森地域広域事務組合 /青森県警 /青森クリエイト /青森県民生活協同組合 /青森サンライズ産業 /青森綜合警備保障 /あす
なろ青果 /アラスカ /インターファーム /共済サービス /業務サポートサービス /工藤パン /高坂電業社 / / さくら野百貨店 /サンフーズ /慈恵会
/Zip/ 城ヶ倉観光 /大管工業 /太平ビルサービス /中央薬品 /天ふじ /南条製作所 /NICHIUN/ 日本レストランエンタプライズ /八甲田ホテル /は
とや製菓 /東ア /福士建設 /芙蓉会 /豊産管理 /ホテル青森 /マエダ /丸大堀内 /三ツ石 /森山ディーゼル /八洲陸運 /ヤマイシ /ゆきわり会 /
龍鳳閣 /イマジン /青森ダイハツモータース /サカイ引越センター /青森フードサービスセンター /ホテルセレクトイン /アート引越センター /
堀川舗装 /南部屋旅館 /COCORO/ アートホテル弘前シティ /青森県森林組合連合会 /青森日産自動車 /八戸パークホテル /ホテルクラウンパレス
青森 /ジェイテック /二階堂

〈県外〉陸上自衛隊 /千葉県警 /警視庁 /栃木県警 /西胆（西胆振）振行政事務組合アイ・ステーション /アイジック /アリシェ /アートコーポレー
ション /アビスパ福岡 /伊藤商店　車屋 /王将フードサービス /ＥＮＥＯＳフロンティア /大阪屋 /カクヤス /勝浦ホテル三日月 /カメイ関東パッ
ク /北青電工 /鬼怒川金谷ホテル /魚金 /銀座天國 /空港保安事業センター /コンサドーレ /再春館製薬所 /サカイ引越センター /佐川急便 /サッ
ポロライオン /三徳 /七十七銀行 /ジェフユナイテッド /松蔭病院 /湘南ベルマーレ /新開トランスポートシステムズ /スカイ /鈴木組 /寿司田 /
セキノ興産 /瀬里奈 /全日警 /高岡工業 /タカギフーズ /高見建設 /築地すし好 /つきぢ田村 /綱八 /東海興業 /東京エアポートレストラン /東
京美容研究所 /東京フットボールクラブ /東光送電工事 /トヨタ自動車 /にしけい /日清医療食品 /日本レストランシステム /ニュールック /ネッ
ツトヨタ仙台 /東日本電信電話 /広島ガス /福岡ソフトバンクホークス /富士産業 /冨士見 /プラスチックホンダ /ブルーオーシャン /プレンティ
グローバルリンクス /ベガルタ仙台 /北都銀行 /マコト /丸杉 /三井住友海上火災保険 /三菱自動車工業 /宮城熊さん /モンテディオ山形 /八十
嶋 /山陰合同銀行 /山崎製パン /横浜ゴム /ヨネックス /読売巨人軍 /楽天ヴィッセル神戸 /ロピア /ワコール /三光電気工事 /小田急レストラ
ン /山本設計 /浦和レッドダイヤモンズ /アストリア /聘珍楼 /日立化成 /キャピタル東洋亭本店 /北海道旅客鉄道 /ヒダロジスティック /筑紫
樓 /リーブルテック /横浜 FC

先輩からのメッセージ
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学業は情報処理検定をはじ
めとした全商 5 種目の級取
得、ハンドボール部では 3
度の全国大会出場と個人表
彰をいただくことができました。高校時代に培った
「何事にも挑戦する精神」は、私の原点です。皆さ
んも、ぜひ青森山田高校で自分だけのストーリーを
見つけてください。

神 輝彦さん
情報処理科卒業 

野村証券株式会社

硬式野球部で、甲子園を目
標に技術と人間力の向上に
努めました。野球部の大会
で駐車場係をしていた際に、
男女の争いに遭遇し、咄嗟に男性を押さえ、女性の
命を救う体験をしました。その事が警察官を志す大
きな動機となり、市民の安全・安心を守る為、常に
市民の目線に立ち職務の遂行にあたっています。

佐藤 和哉さん
スポーツコース卒業 

青森県警  警察官

青森山田中学高等学校を卒業
し、弘前大学医学部に進みま
した。高校時代は学校行事の
他にフランスやスウェーデンでの海外研修に参加す
るなど、様々な経験をしました。無事国家試験に合格
し、弘前大学医学部附属病院で整形外科医として充
実した毎日を送っています。

猿賀 達郎さん
普通科特進コース卒業 

弘前大学医学部付属病院
整形外科医



国内トップレベルだけでなく世界に羽ばたく先輩
の活躍を身近に感じることができます。

活躍する先輩
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室屋　成

平成24年度卒 /熊取町熊取中学校卒
FC東京所属

京田  陽太

平成 24年度卒 /能美市立寺井中学校出身
中日ドラゴンズ内野手

・2015 年 U-22 日本代表
・2016 年リオデジャネイロ五輪出場
・2017 年日本代表

・2016 年ドラフト 2位
・第 40回日米大学野球大会日本代表

サッカー 木浪  聖也

平成 24年度卒 /青森山田中学校出身
阪神タイガース内野手

・2018 年ドラフト 3位
・オープン戦で球団新人最多安打更新
・阪神タイガース遊撃手でレギュラー

野  球

永原 和可那

平成25年度卒 /北海道芽室中学校出身
北都銀行所属

・2018 年世界選手権 女子ダブルス優勝
・世界ランキング１位（2020 年 5月現在）
・2019 全日本総合女子ダブルス優勝
・2020 バドミントン日本代表

バドミントン

水谷  準

平成 19年度卒 /青森山田中学校出身
木下グループホールディングス所属

卓  球

三上 莉衣菜

平成25年度卒 /弘前聖愛中学校出身
東宝芸能所属

・ミュージカル「マリーゴールド」
　　　　　　　「レ・ミゼラブル」出演

タレント

・桐朋学園大学音楽部特別招聘講師
・サイトウ・キネン・オーケストラメンバー
・オーケストラMAP’S メンバー
・青島広志＆ブルーアイランド楽団メンバー

高橋  洋太

平成 12年度卒 /青森市立筒井中学校出身
東京都交響楽団コントラバス奏者

音  楽

山西  和文

平成７年度卒 /八戸市白銀中学校出身
銀座朱雀店主（日本料理店）

・1996 年「ほり川ニューオオタニ店」入店
・2002 年～2004 年赤坂「割烹津やま」勤務
・2009 年 7月に日本料理店「銀座朱雀」開店

調  理 敦賀  零

平成 18年度卒 /青森市立戸山中学校出身
監督・脚本家

・大阪芸術大学映像学科 -
　　　東京芸術大学大学院映画専攻脚本領域
・2012 年デビュー作「僕達の結合と不都合」
・「フィルムに宿る魂」、「乃木坂シネマズ～ STORY OF 46 ～」等脚本

映  画

奥村  文彦

平成 21年度卒 /青森山田中学校出身
千葉県がんセンター勤務

・普通科特進コース卒業
・弘前大学医学部医学科卒業

医  師

・2012 年 J リーグベストヤングプレイヤー賞
・2014 年日本代表初選出
・2018 年 2018FIFAW杯ロシア　ベスト 16
・2019 年 AFCアジアカップUAE2019　準優勝

柴崎　岳

平成22年度卒 /青森山田中学校出身
デポルティーボ・ラ・コルーニャ

青森山田に進学したのは、とにかくプロサッカー選手になりたかっ
たからです。そのためには指導者と環境という点から考えると、青森
山田は最高の選択だったと思っています。親には最初反対されまし
た。手堅い道を選んで欲しかったんだろうと思います。でも、僕の場
合はやりたいことが決まっていてそのためにはどうするかという選
択肢もはっきりしていたので、親に頼み込んで青森山田に行かせて
もらいました。僕の決断を尊重してくれた親と、僕を成長させてくれ
た青森山田高校に感謝しています。

僕が青森山田高校に進学したのは、野球を通して自分を鍛えようと
考えたからでした。故郷を離れ、中学時代の仲間と別れることにさみ
しさもありましたが、それ以上に青森山田での生活は充実していま
した。３年間で多くのことを学び、幼い頃からの夢だったプロ野球選
手になることができました。まさに青森山田は私にとって「夢」を叶
えてくれる場所でした。本当に感謝しています。

・中日ドラゴンズ遊撃手でレギュラー
・2017 年セントラル・リーグ最優秀新人賞

・平成 18~22、25~28 年度全日本卓球選手権男子シングルス優勝
・2012 ロンドン五輪 男子団体ベスト 8
・2016 リオ五輪男子シングルス銅メダル 男子団体銀メダル
・2020  東京オリンピック日本代表

鈴木  知佳

平成 23年度卒 /青森山田中学校出身
日立ハイテククーガーズ所属

・日本バスケットボール協会強化指定選手（トップエンデバー）
・U-18 日本代表候補選出　・日本体育大学キャプテン
・2015 年ユニバーシアード日本代表候補選出
・2018 年日本代表アジア大会 銅メダル

バスケット
ボール

バドミントン
福島  由紀

平成23年度卒 /八代市立坂本中学校出身
アメリカンベイプ所属

・インターハイ団体優勝 /ダブルス優勝 /シングルス 2位
・マレーシアオープン 2017 女子ダブルス優勝
・平成 29 年度日本代表
・平成 29年度全日本総合バドミントン選手権大会女子ダブルス優勝
・世界ランキング 2位  ・2020 バドミントン日本代表

卓  球
丹羽 孝希

平成 24年度卒 /青森山田中学校出身
スヴェンソン所属

・2012 ロンドン五輪男子団体ベスト 8
・2016 リオデジャネイロ五輪男子団体銀メダル
・2020 東京オリンピック日本代表

木村　浩大

平成17年度卒 /青森市立甲田中学校出身
ロックバンド「SAKANAMON」 ドラムス担当

音  楽

藤田  千恵

平成 16年度卒 /蟹田中学校出身
青森県立中央病院産科勤務

・普通科特進コース卒業
・岩手看護短期大学卒業

助産師

©中日ドラゴンズ

・2017年  Shibuya eggmanの音楽レーベル「murffin discs」内に発足した新ロック　
　　　　　レーベル「TALTO」へ移籍。
・2019年  映画「SAKANAMON THE MOVIE ～サカナモンは、なぜ売れないのか～」
　　　　　劇場公開。
・2020年  BSテレ東ドラマ「ハイポジ1986年、二度目の青春。」主題歌に起用。
・2020年  NHK「みんなのうた」4-5月新曲に起用。

こうた



年間行事

新しい仲間たちと過ごす日々、感動にあふれた時間は高校生活の思い出をより深く刻み、色濃く彩ります。
また、青森山田学園では毎年ねぶたを運行し、郷土の伝統文化も継承します。

○県高総文祭

○第二回英語検定

○２学期中間考査

○生徒会立会演説会

○【２年スポーツコース】
　スケート実習

○【３年自動車科】
　自動車整備技能登録試験
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○入学式 ・ 始業式 ・ 対面式 ・

新入生歓迎会

○新入生オリエンテーション

○基礎力診断テスト

【吹奏楽 ・ 美術 ・ 演劇 ・

キャリアアップコース】弘前城見学

○創立記念日

○登校指導

４月

April

○吹奏楽フレッシュコンサート

○【調理科】氷柱彫刻実習

○進学ガイダンス

○避難訓練

5月

May

○県高校総体
○遠足
○第一回英語検定
○電卓検定
○簿記検定
○丙種危険物試験
○第一回漢字検定
○１学期期末考査
○【１年調理科】金山焼実習

6月

June

○夏期球技大会

○【特進コース】夏期講習〜8 月

○第一回体験入学

○１学期終業式

○ガス溶接講習

○ビジネス文書検定

7月

July

○学園ねぶた運行

○２学期始業式

○基礎力診断テスト

○全統模試

○【特進コース】学習合宿

○第二回体験入学

8月

August

○【スポーツコース】キャンプ実習

○学園ラリー

○情報処理検定

○避難訓練

○３年生修養会

○体育祭

○文化祭

9月

September

10月 11月

October

○ビジネス文書検定

○電卓検定

○乙種危険物試験

○調理実習校外研修

○第二回漢字検定

○修学旅行（〜12 月）

November

11月
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○2 学期期末考査

○進路ガイダンス

○吹奏楽北の街コンサート

○【特進コース】冬期講習〜1 月

○２学期終業式

12月

December

○大学入試センター試験

○３学期始業式

○【スポーツコース】スキー実習

○３年生卒業試験

○簿記検定

○情報処理検定

○第三回英語検定

○基礎力診断テスト

1月

January

○如芳忌

○生徒会送別会

○３年生同窓会入会式

○第三回漢字検定

○演劇部卒業公演

2月

February

3月

March

○卒業式

○学期末考査

○終了式

○【自動車科】

　自動車整備技能登録試験

○【特進コース】春期講習

○【特進コース】学習合宿

school uniform

家庭用洗濯機で丸洗いできる

生地を使用するなど、

機能性も高めています。

variation

Summer version



クラブ活動
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ハンドボール部
ハンドボール初心者でも大丈夫！
高校から始めて県大会優勝を目指
して頑張りましょう！

ボクシング部
全国大会でも準優勝の実績があ
り、女子も所属しています。目標
は全国優勝！

器械体操部
挨拶や礼儀を重んじ毎日練習に励
み、全国大会上位入賞を狙ってい
ます。

陸上競技部
全国高校駅伝で入賞。リレーでは
東北大会出場。自分に合った様々
な種目に挑戦できます。

バスケットボール部
目標は青森県制覇！全国大会出場
目前まできている実力あるクラブ
です。

アーチェリー部
アーチェリーは全国でも実力トッ
プクラスの青森県。全国大会を目
指して頑張っています。

女子新体操部
目標を持って一生懸命に取り組ん
でいます。楽しくやりがいのある
クラブです。

ゲートボール部
特進コースの生徒を中心に活動し
ています。目指すは全国制覇です。

ボウリング部
県主催の大会を中心に活動。国体
や全国大会にも出場し、プロボウ
ラーを輩出しています。

ラグビー部
明るく楽しく一生懸命をモットーに全
国高校ラグビー大会 ( 通称「花園」) ベ
スト 16 以上を目標に頑張っています。

軟式野球部
自らを高めることを目標に頑張れ
るクラブ。まずは「県大会優勝」
を狙います。

スキー部
自然を相手にするスキー、シーズ
ン中の雪上での練習はやりがい満
点です。

卒業生にはあの藤井・
垣岩 ( フジカキ ) ペア。
男女ともに目標はやは
り「日本一」！

43名のJリーガーを輩出。全国高校選手権優勝も果たし、高校サッカー界をリー
ドする名門です。

甲子園を目指し、厳しい練習に励んでいます。春夏合わせて甲子
園に 11 回出場し、プロ選手を多数輩出しています。

バドミントン部

バレーボール部
「常に全力」をモットーに日々練
習に励んでいます。チームの結束
が高い部活です。

全国大会で優秀な成績を収めている部活動。
オリンピックやワールドカップなど、
世界で活躍する一流選手も多数輩出しています。

硬式野球部

2018 年度創部のフィ
ギュアスケート部は世界
を目指します。

フィギュアスケート部

サッカー部
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創部以来、30 年間で 30 回の団体全国優勝、16 回の個人全国優
勝を誇っています！

生徒の「活躍の場」を増やすことを考え、e - スポーツ部を立ち
上げました。e - スポーツ部でコミュニケーション能力や、協調
性を養うことともに、国体出場を目指しています。

調理研究部
スイーツ、和食、洋食、と様々な
料理にチャレンジ、楽しみながら
料理上手へ！

自動車研究部
「１ℓのガソリンで車が何キロ走
れるか」を競うレース車両制作が
魅力です。

将棋部
和気あいあいとした楽しいクラブ
ですが、目指すは東北・全国大会
です！

写真部
先輩たちの輝かしい実績を受け継
ぎ、県高総文祭での入賞目指して
頑張っています。

美術部
油絵やデッサン、イラストを描き
ます。今までに数々の作品が最優
秀賞、優秀賞を受賞しています。

インターアクト
・JRC 部
各種街頭募金活動などの
ボランティア活動を行
い、文化活動も行ってい
ます。

演劇部
高文連に加盟し、演劇コ
ンクールに参加しながら
みんなで舞台を作り上げ
ます。

英会話部
ゲームを通して日常会話
を身につけ、アメリカン
デーや外国人観光客案内
などのボランティア活動
も行っています。

書道部
県高総文祭最優秀賞5回、
全国総文祭県代表 7 回出
品。実力がどんどん上が
ります。

放送部
主に行事のビデオ撮影や校内放送
を担当。県高総文祭への参加等の
活動も行っています。

弦楽部
県高総文祭に毎年出場。未経験者
がほとんどですが、2 年秋にはみ
んな演奏できるようになります。

理科研究部
実験を楽しみながら、研究論文に
取り組んでいます。

IT 研究部
インターネットをしながら楽しく
会話をし、コンピューの基本が覚
えられます。

応援団
応援団は礼儀正しく、大きな声で
精一杯各クラブを応援することが
誇りです。

剣道部
基本から応用、実践と一つ一つの技に磨
きをかけ、お互い切磋琢磨して、人間性
を高め、より高いレベルの剣道を目指し
ています。

自転車競技部
東北、全国大会で多くの優勝経験
がある名門で、OB もプロとして
活躍中！

卓球部
福原愛、水谷隼、丹羽孝希ら数多
くのチャンピオンを輩出した名門
クラブ。

テニス部
東北では輝かしい実績のあるクラ
ブです。さらに上を目指して頑
張っています。

水泳部
初心者から全国大会を目指す選手
まで、それぞれの目標に向かって
練習に取り組んでいます。

柔道部
初心者大歓迎！礼儀を重んじ、豊
かな人間性を育みながら成長しま
しょう！

年２回の定期演奏会や演奏活動、コンクールに向けて練
習に熱が入ります。

e-スポーツ部

男子新体操部

吹奏楽部



スクールライフ紹介

普通科  特進コース
江戸  梨夏さん

〈 江戸さんの1日の流れ 〉

○この学校に入ってよかったと思うことは？

○この学校を選んだ理由を教えてください

○1日の勉強時間 ○将来の目標

○入学を考えている方にひとこと

○出身校
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現在青森山田高校に通う学生さんがどのように過ごしているのか教えてもらいました。
また、入学してみないとわからない学校生活の一部をご紹介！

青森市立造道中学校

私が青森山田高校を選んだ理由は環境の良さです。高い

目標を持った仲間と切磋琢磨することで自分も高められ、

放射線技師として社会に貢献するという目標が叶えられ

ると信じて努力しています。 

全体的に雰囲気が良く、過ごしやすいこと

青森山田で一緒に夢を叶えましょう！

３時間 放射線技師になること

am12:00

am6:00pm18:00

pm0:00

起床
5:30

通学
7:00

19:30

21:30
23:00

12:30

授業

睡眠勉強

勉強

友達と
ランチタイム

普通科  スポーツコース  アドバンスクラス
藤森  颯太さん

〈 藤森さんの1日の流れ 〉

○この学校に入ってよかったと思うことは？

○この学校を選んだ理由を教えてください

○1日の練習時間 ○将来の目標

○入学を考えている方にひとこと

○出身校

am12:00

am6:00pm18:00

pm0:00

一生懸命
練習中！

起床
5:00

朝練 6:30
7:00
8:0016:00

13:30

20:30

22:30

授業専門科目

勉強
睡眠

青森山田中学校（第二田名部小学校）

青森山田で文武両道を目指しましょう

全国各地から集まった仲間と楽しく過ごせることです

勉強２時間  練習 2.5 時間 プロサッカー選手です

仲間の存在です。仲間と共に互いを高め合うことができ、全

国のトップを狙えると思ってます。また、アドバンスクラス

ができ、より勉強に集中できるようになりました。通学



在学生のみなさんにたずねてみました！

学校内レポート

学校内のお気に入りスポットを
教えてください

スポーツ有名校らしくダントツの１位！

窓から見える景色がきれい
だそうです

とても広いホールです
その他、コンピュータ室、体育館、
階段のおどり場などの
意見もありました

その他、修学旅行、遠足、さくら祭り見学などの
意見もありました

好きな行事は何ですか？
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1

2 3

グラウンド

教室 生徒ホール

（サッカーグラウンド）

体育祭をおさえてまさかの１位！

1

2 3

文化祭

体育祭 球技大会

Q

Q

グラウンド

生徒ホール

文化祭

体育祭

階段踊り場

山田高校の中には

ローソンがあります！

品揃えも豊富でスマホでお買い物

ができちゃいます！

山田高校の学食はボリューム
たっぷり。日替わり定食は
このボリュームで300円代です！

その②学食その①校内ローソン

気軽に
行けて便利♪

寮生さん用の

サラダビュッフェ



施設紹介

専門の知識の習得に適した特別教室や課外活動のための設備など、個々の能力を思いっきり伸ばせる充実した
諸施設や、各種機材などの設備を完備しています。
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グラウンド テニスコート野球場

美術室 自動車実習場 調理実習場

奏楽堂 食堂自習室

スチューデントプラザ

野球研修センター 第１スポーツ寮

女子寮



学校周辺マップ

勉強や部活動以外にも、健全な高校生活が過ごせる恵まれた環境になっています。
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青森市役所駅前庁舎 青森市民図書館 三内丸山遺跡

青森県立美術館

青森市内外８コースを回っています。

○野辺地コース
○蟹田コース
○五所川原コース

○弘前コース
○その他コース

青森市屋内グラウンド（サンドーム） 周辺の病院

スクールバス

（青森駅・桜川・戸山等）
※令和２年度の運行実績です。コースは状況に
　より変更する場合がございます。

青森自動車道

青森中央 I.C.

至青森東 I.C.至浪岡 I.C.

47

103

44

27

120

東北新幹線

至弘前 至浅虫

至八甲田山・十和田湖至青森空港

青森環状バイパス

至弘前・西バイパス

至東バイパス

JR奥羽本線
青い森鉄道

ワ・ラッセ アスパム

新町通り

県庁

市役所 NTT
みちのく銀行本店

青森市民病院

サンロード青森
サンワドー南中学校 浜田小学校

大野小学校

県総合運動公園

イトーヨーカドー

あおもり協立病院
村上病院

北
海
道
新
幹
線

新
青
森
駅

青
森
駅

旭
町
通
り 観

光
通
り

八
甲
田
大
橋

中
央
大
橋

国指定特別史跡
三内丸山遺跡

青森県立美術館

駅前庁舎

青森県立図書館

青森県営スケート場
青森市屋内グラウンド（サンドーム）

青森山田
高等学校

正門

自動車専攻科

スチューデントプラザ

青森大学

青森山田中学校



授業料等納入金

○授業料及び諸納入金（一般入学の場合）
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保護者（両親）の年収（所得割額）に応じて青森県が就学支援金を認定いたします。
PTA入会金 1,000 円と生徒会入会金 500 円は、初年度のみ４月に納入いただきます。

○推薦入学特待制度（2021 年度予定）

○各科・コース別実習教材費について（2021 年度予定）

○奨学生制度〔各種育英奨学制度があります〕

推薦入学試験において、各中学校校長推薦による特待制度です。推薦入学特待の場合は、世帯年収に応じた支援
金額を授業料から差し引き、その額の 30%を免除いたします。

授業料

支援金区分 支援金合計（年額） 納入費合計（年額） 納入金（月額）年収目安（おおむね）

※納入は口座振替により12回（４月から翌年の３月）の分納（一括納入も可）引落は毎月10日となります。（銀行休業日の場合は翌営業日となります）

※下記支援金額は、2020 年度の実績であり、国の施策により変わる場合があります。また、年収目安はあくまでおおむねの目
安であり、子の人数等により変わります。

※A日程入学試験において成績優秀な生徒へも、若干名この特待制度が適用されます。

実習費
20,000 円

基礎力診断テスト代３回分 6,360 円（特進コース・スポーツアドバンスクラス以外全て対象）アドバンスクラスは 10,000 円

健康診断費 3,150 円（全ての科対象）、家庭科教材費 3,000 円

模擬試験料・
進学指導費
120,000 円
（一括払い・
10 回払い）

実習費
30,000 円

実習費
30,000 円

実習費
6,000 円

実習教材費
6,000 円

実習教材費
6,000 円

実習教材費
33,000 円

実習費
ウィンドブレーカー上下代
25,000 円

①

②

③

④

590 万円未満

590 万円～710 万円未満

710 万円～910 万円未満

910 万円以上

396,000 円

237,600 円

118,800 円

0 円

234,000 円

392,400 円

511,200 円

630,000 円

19,500 円

32,700 円

42,600 円

52,500 円

諸経費

630,000 円506,400 円 123,600 円
合計

支援金区分 支援金合計（年額） 推薦特待免除額（年額）
推薦特待制度の
納入費合計（年額） 納入金（月額）年収目安（おおむね）

①

②

③

④

590 万円未満

590 万円～710 万円未満

710 万円～910 万円未満

910 万円以上

396,000 円

237,600 円　

118,800 円

0 円

33,120 円

80,640 円

116,280 円

151,920 円

200,880 円

311,760 円

394,920 円

478,080 円

16,740 円

25,980 円

32,910 円

39,840 円

普通科

特進コース 演劇コース 吹奏楽コース 美術コース スポーツコース
情報処理科 自動車科 調理科

キャリアアップコース

①青森山田高等学校育英奨学生制度
（スポーツ・文化・芸術等の技能および学業成績に優れ、且つ生活 態度も他の模範となる者。野球部は 5名以内。在学中学校の校長が推薦する者）
②青森県育英奨学生・・・月額 18,000 円、23,000 円、30,000 円、35,000 円から選択（県外からの入学生は当該都道府県の奨学制度が適用）
③青森市奨学生・・・・・月額 16,000 円

○その他の貸与制度

県からの
補助含む

県からの
補助含む

オリエントコーポレーション学費サポートプラン・・・ご利用金額 100,000 円以上 5,000,000 円以下です。



2021 年度入学者選抜に係る日程等一覧
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推薦入試 一般入試A日程 一般入試B日程

学　力
検査等

出願書類受付期間

出願書類受付時間

会　場

実施日

青森山田高等学校 青森山田高等学校青森山田高等学校
下北文化会館

2021 年 1月 13 日（水）

2020 年 12 月 14 日（月）

2021 年 1月 29 日（金） 2021 年 3月 12 日（金） 2021 年 3月 25 日（木）

1. 受験料 1万円（郵便為替・指定口座への振込可）
2. 入学志願書　　　3. 調査書　　　4. 推薦書（推薦入学受験者）

2021 年 1月 6日（水）

2021 年 1月 20 日（水）
　9:00

2021 年 2月 18 日（木）
　9:00

2021 年 3月 24 日（水）
　12:00

2021 年 3月 25 日（木）  10:00　本校で実施

平日 9:00～17:00 まで　土曜 9:00～12:00 まで
※日曜・祝日は受付いたしません

受験票、筆記用具、
上履きシューズ

受験票、筆記用具、
上履きシューズ

推薦入学受験者は本校専願かつ、中学校長が推薦する者であり、スポーツ・文化・芸術等の技能および
学業成績に優れ、生活態度も模範となる者。

受験票、昼食、筆記用具、
コンパス、定規、上履きシューズ

2021 年 1月 29 日（金） 2021 年 3月 22 日（月）

2021 年 1月 25 日（月） 2021 年 2月 18 日（木）

2021 年 2月 10 日（水） 2021 年 3月 24 日（水）

日　時

方法等

合格発表

受験手続

入学手続締切日

持参物

入学説明会

備考

時　間
・
内　容

◎全学科・コース
国語、数学、英語の学力検
査を実施
※各教科 100 点満点

◎全学科・コース
国語、数学、英語の学力検
査を実施
※各教科 100 点満点

受　  付 /
諸連絡  /
学力検査 /

受　  付 /
諸連絡  /
国　  語 /
英　  語 /
数　  学 /
（昼  食）/
社　  会 /
理　  科 /

7:30 ～   8:30
8:40 ～   8:50
9:00 ～ 10:00

受　  付 /
諸連絡  /
学力検査 /

8:30 ～   9:00
9:10 ～   9:20
9:30 ～ 10:30

7:15 ～   8:15
8:25 ～   8:35
8:45 ～   9:35
9:50 ～ 10:40

面　  接 / 面　  接 /10:10 ～

10:55 ～ 11:40
11:40 ～ 12:25
12:25 ～ 13:10
13:25 ～ 14:10 10:40 ～

※各教科 100 点満点

①各中学校校長をとおして本人に
　通知する。
②本校ホームページ上で発表する。
URLは裏表紙を参照してください。

①各中学校校長をとおして本人に
　通知する。
②本校ホームページ上で発表する。
URLは裏表紙を参照してください。

合格者の受験番号を本校で掲示
する。



〒030-8520 青森県青森市青葉 3 丁目 13-40
TEL 017-739-2001   FAX 017-739-1950
MAIL info@aomoriyamada-hs.jp  URL http://www.aomoriyamada-hs.jp

青森山田高校

青森山田高校へのアクセス

○高速道路から…青森中央インターチェンジより車で 5分
○青森空港から…青森空港より車で 20 分

青森市営バス（15 分） 青森市営バス（15 分）

JR 奥羽本線（7分）

車（10 分） 車（10 分）

４番乗り場乗車
　横内環状線 左回り
　観光通り方面
「市民病院・問屋町」行き
「総合学校教育センター」行き

徒歩（5分）新
青
森
駅

青
森
駅

サ
ン
ワ
ド
ー
中
央
店
前

青
森
山
田
高
等
学
校

※上記は出発駅・空港から青森山田高等学校までの概ねの時間です。
　乗り継ぎにかかる時間は含まれておりません。

〒030-8520 青森県青森市青葉 3丁目 13-40
青森山田高等学校　入試係宛

入試係　TEL 017-739-2001   FAX 017-739-7535
サ イ コー ニ ナ レ

出願書類の受付・送付先 お問い合わせ先

受付時間

受付・送付先

月～金曜日 /9:00～17:00
土曜日 /9:00～12:00

0120-315270

青森自動車道

青森中央 I.C.

至浪岡 I.C.

47

103

44

27

120

至弘前 至浅虫

至青森空港

青森環状バイパス

JR奥羽本線
青い森鉄道

ワ・ラッセ アスパム

県庁

市役所 NTT

サンロード青森
サンワドー

大野小学校

イトーヨーカドー

あおもり協立病院
村上病院

北
海
道
新
幹
線

新
青
森
駅

青
森
駅

旭
町
通
り 観

光
通
り

八
甲
田
大
橋

中
央
大
橋

青森県立図書館

青森山田
高等学校

正門

自動車専攻科

スチューデントプラザ

青森大学

青森山田中学校
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