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未来への新たな一歩を！
「四学香川西高」

YONGAKU-KAGAWANISHI



《スクールモットー》

Vos estis sal terrae.
Evangelium secundum Matthaeum  V,13

（ラテン語発音）ウォース・エスティス・サール・テッラエ
（日本語訳）　汝らは 地の塩である

マタイによる福音書 5 章13 節

《わたしたちの使命》

「わたしたちは、ひとりひとり、他の人や物に代えることの
できない、かけがえのない人間だ。」との宣言です。塩は、
調味料として、味を調えるとともに、わたしたちが生きてい
くのに、必要不可欠なものです。塩のように、社会でわた
したちは、ひとりひとり必要とされ、代わりのない大切な人間
として、尊重されなければなりません。勉学と課外活動、
スクール・ライフ全体を通して、わたしたちは、互いの尊厳
を深く感じ理解して、自分自身を大切にするのと同様に、
他の人たちを敬う人間となり、現代と来たるべき社会を共に
築きます。

四国学院大学香川西高等学校は、キリスト教信仰による人
格の尊厳と自由を基盤として、人が生涯にわたって必要と
する、豊かな人間性の醸成に寄与する教育を行います。
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〈これまでのあゆみ〉
１９４６年　上戸洋裁研究所として、香川県三豊郡高瀬町比地中に発足する。
１９５１年　準学校法人上戸服装学園・三豊家政専門学校として開校する。
１９５４年　高瀬町下勝間の現在地に本館校舎竣工。
１９５９年　学校法人に組織変更を認可され、学校法人上戸学園となる。
１９６０年　学校法人上戸学園 上戸学園高等学校（普通科〈女子〉）として開校する。
１９６１年　商業科・家政科を設置する。
１９６６年　衛生看護科を設置する。
１９７２年　普通科・商業科を男女共学とする。
１９７６年　衛生看護科に専攻科（２年課程）を設置する。
１９７９年　普通科に進学コースを設置する。
１９８２年　衛生看護専攻科を男女共学とする。家政科募集停止。
１９８７年　学校法人上戸学園 香川西高等学校に校名を変更する。普通科に体育コースを
　　　　　設置する。
１９９１年　衛生看護科を男女共学とする。
１９９６年　学園創立５０周年記念式典挙行
　　　　　する。
２００２年　普通科に特別進学コースを設置
　　　　　する。
２００６年　学園創立６０周年
２００７年　学校法人「瀬戸内学院」に名称
　　　　　変更する。
２００９年　四国学院大学と協力協定を締結
２０１６年　四国学院大学香川西高等学校に校名変更
２０１６年　学校法人瀬戸内学院創立70周年並びに四国学院大学香川西高等学校校名
　　　　　変更記念式典挙行する。

四国学院大学香川西高等学校

校長大浦 恭敬

「四国学院大学香川西高等学校」は、創立70周年を迎えた2016
年4月に学校法人四国学院 四国学院大学の系属校となり、それ
までの香川西高等学校から校名も改め新たに歩み始めました。
本校は1946年の上戸洋裁研究所として発足以来、地域と共に
歩む学校を目指し、伝統を積み重ねてまいりました。四国学
院大学とのより一層強い連携のもと、ここを新たな出発点とし
て、これまでに築き上げてきたよき校風と伝統を、さらに善き
ものとなるよう研鑽を重ね、地域から信頼される学校を創り続
けていくことを改めて決意いたしております。
スクールモットーの「Vos estis sal terrae.」（日本語訳　汝ら
は地の塩である）は、命にとって必要不可欠な“塩”のように、
みなさんひとりひとりが、かけがえのない存在であるという意
味です。みなさんは、料理にとって無くては困る“塩”のように、
社会を支える重要不可欠な存在でもあります。さらに、“塩”
は食物が腐ることを防ぐことから、善き言葉や行いで、周囲を
正しく導くことができる存在でもあります。
お互いに尊重し合い、真に自分自身を大切にすることはもちろ
ん、他の人たちを敬う豊かな人間形成のもと、それぞれの能
力を最大限引き上げることを目指しています。高校時代の3年
間で、さらに愛すべき自分自身に出会い、誇りある未来を手
にしてくださるよう切望しています。

かけがえのないあなたへ

四国学院大学専門学校（併設校）四国学院大学（香川県善通寺市）

協
定
校

Message

機能的、清楚なデザインのスクールウエア

学校法人瀬戸内学院創立70周年並びに四国学院
大学香川西高等学校校名変更記念式
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２０１６年度から
ICT（Information And Communication Technology）教育を
特別進学コース・衛生看護科に本格導入！

◎いつでもどこでも学べる新しい学習スタイル
◎特進棟・看護科棟にWIFI環境完備
情報を共有できるクラウドを使った個別学習システム　　　　
を採用。双方向型学びやアクティブラーニングツールとしてタ
ブレット（ipad）を利用した ICT教育を導入し、授業や家庭学習
で活用します。また、副教材を可能な限りタブレット（ipad）に
集約してスリム化。問題バンク（　　　　　）の利用やアプリ
ケーションを使って授業進行もよりスピーディになります。
様々な学習コンテンツを利用できるほか、それぞれの学力に
合わせた教材の提供や学習の管理、Webテストの問題配信

問題配信・宿題・小テスト・理解度調査

で、できること

※　　　　を運営するClassi 株式会社は、株式会社ベネッセホールディングスと
　ソフトバンク株式会社が設立した合弁会社です。

難易度・分野別にWeb 検索し、
自学自習教材の活用。

ひとりひとりが記録した学習時間や内容を確認。
先生からコメントが返ってきます。

事前学習や授業教材などに活用できる動画を
検索・再生・配信します。

個人・少人数・グループ間での
メッセージのやりとり。

アンケート作成・配信・自動集計

調べ学習や発表資料の作成、
協働学習用ツールとして活用します。

やアンケートでの理解度調査、グループでの細やかなメッセー
ジのやりとりを行うことができます。
国公立大学受験対策や准看護師資格試験対策のみならず、
基礎学力診断テストや実力診断テストに連動した学習を進める
ことができるため、基礎学力の向上が期待できます。

※

Webテスト

Webドリル

学習記録

教材動画

メッセージ

校内グループ

アンケート
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■基礎学習の見直しからスタートし、センター試験での高得点の
獲得を目指します。
■有名私立大学一般入試合格のために、きめ細やかな強化策が
用意されています。
■主要5教科に重点を置いた教育課程の編成。外国人英語講師
によるセンター試験対策。学習室の設置と時間外に用意された
手厚い補習強化体制などで、難関大学突破を目指します。

■部活動と勉学を両立させながら、国公立大学を目指す体制

も整っています。

国公立大学・有名私立大学合格への強化体制

特別進学コース

ICT教育を導入し、効率よく勉強時間を確保
国公立大学・難関私立大学合格のために確実な力をつける

夢を確実な未来に変える｢普通科｣3コース

普通科

在校生

トップを目指すバレー部の練習を見て感動しました。ここなら、バレー
も勉強も全力で打ち込めると思いました。四学香川西高は、ひとり
ひとりに目を配り共に進路を考えてくれます。公立高校に進むより、
自分のためになると判断しました。偏差値も確実に上がり、英検 2
級も取得。実力をつけて、もちろん大学は国公立志望です。

普通科 特別進学コース３年生
女子バレーボール部
（出身）坂出市立白峰中学校

福家 愛理さん

進路担当教諭

大西 友一朗先生

特別進学コース主任
進路課長

Message

本校における特別進学コースは以前から学習環境が充実している
ことで定評があり、その授業内容や指導体制は年々進化していま
す。例えば、ICT教育を導入しましたが、これを宿題や文法等の
確認に活用したり、模擬試験終了後の結果や学習時間も明確に
確認できるようになりました。また、重要な学習計画においても、
週ごとのスケジュールを個別学習システム「Classi」でひとりひと
りが立てて学習をすすめることで、自己管理能力（マネジメント力）
を高めています。
わが校ではスポーツの分野で優れた選手が多く育っていますが、
実は記憶力も筋力と同じ。鍛えれば鍛えるほど力がアップします。
しかし、その鍛え方はひとりひとり違います。そこで、その人にあっ
た方法で記憶力、学習力をつけてもらうため、部活動として｢進
学研究部｣を設けました。年々、向上心を持ち意気込みのある生
徒が多くなり、部員の数も増えています。そこでも、「Classi」を
活用し、よりきめ細やかな学習指導を目指しています。

｢進学研究部｣の大西先生から中学生へメッセージ
志望校合格のためのポイントは３つ。｢臨機応変に物事に対応する
力をつける｣｢ふり返りのくり返し、忘れては覚えてをくり返す｣
｢最後まであきらめず、継続しよう｣。また、全ては基礎が大切で
すので、中学時代の学習の見直しから始め、３年間、計画を立
て確実に難関大学突破を目指しましょう！やる気一つで飛び込んで
きてください！！

ひとりひとりを大切にして
くれる学校

Message
志望校合格へ確実に踏み
出そう！
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体育コース
スポーツの才能を思う存分引き出す

進学総合コース
資格取得も全面サポート

■二つの進路に柔軟に対応できるカリキュラムが特長。基礎
から応用まで、個人の学力に合わせた分かりやすい指導に
より実力を養います。
■大学進学を目指す人には、推薦入試、AO入試対策など、多
様な入試対策を行います。
■各種検定にチャレンジして、資格取得を目指せます。

資格取得と手厚い入試対策

基礎学力を引き上げる｢学び直し・マナトレ｣導入！

■中学時代から運動部で活動し、入学後もいずれかの運動部
で技能を高めたい人のためのコース。
■一流のスポーツ選手になるために重要な高校時代。徹底的
に基礎体力を引き上げ、才能を伸ばします。
■運動部の活動を通じ、人間形成を図ることができます。
■体育系大学への進学から就職まで、柔軟な指導体制で目標
達成を目指します。

運動部での活動を学習面でも支える

在校生

四学香川西高は全国大会によく出場するので、テレビ画面でもよ
く見ていました。入学して良かったと思うことが二つあります。一つ
は、サッカーを通じて人間的に成長できたこと。二つ目は、勉強も
悔いなくできたこと。ゆっくり丁寧に教えてくれるので分かりやすく、
マナトレ学習で基本からしっかりと頭に入ります。

普通科 進学総合コース３年生
男子サッカー部
（出身）丸亀市立飯山中学校

福島　凌さん

基本からしっかりと頭に入る

在校生

小学校の時に四学香川西高のバレーボール教室に参加し、いつ
かここに入りたいと思いました。指導者も素晴らしく、寮生活をして、
大好きなバレーボールに思う存分打ち込むことができます。将来
の目標はバレーボール選手ではなく、専門学校に進んで柔道整復
師になりたいと思っています。スポーツを愛する一人として、オリン
ピックを支えることができればと思います。

普通科 体育コース３年生
女子バレーボール部
（出身）善通寺市立東中学校

大中　旭さん

柔道整復師で
オリンピックを支える

夢を確実な未来に変える｢普通科｣3コース

普通科

学び直し・マナトレ学習風景

普通科の体育コースと進学総合コースにマナトレ（Benesse）
を採用し、総合学習の時間等を利用して、学び直し学習を実
施しています。大学入試はもちろん就職試験の合格も目指し、

国・数・英の3教科の学習をふり返ります。年2回の基礎力
診断テストの結果を検証し、苦手意識や弱点を克服します。
社会人となってからの自信にもつながります。

MessageMessage
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ビジネスシーンのスペシャリストへ　大学進学も積極的にサポート

商業科

将来のことを考え、資格を取得したくて商業科を希望しました。現在
3つの資格を取得しましたが、まだ増やしていこうと思っています。
授業に情報処理が導入されていますので、実際に使いこなすこと
ができます。資格を取得して就職には有利な商業科ですが、目標
は教師になること。協定校の四国学院大学への進学を目指してい
ます。

商業科３年生
（出身）高松市立龍雲中学校

佐藤 龍樹さん

■ビジネスシーンで求められる基礎的な知識と技術を習得し、
即戦力となる社会人を育てています。
■商業技術については、体験学習を多く取り入れ、マルチメ
ディア対応のカリキュラムが充実しています。
■パソコンを使っての実務・技術の習得に力を注ぎ、実践的
な能力を高めます。
■就職希望に限らず、大学・短大・専門学校への進学も全面
的にバックアップします。

■各種の検定にも積極的に取り組み、その専門性を深め、
実践力を身につけます。

チャレンジできる主な検定試験
●簿記実務検定1級～3級
●情報処理検定1級～3級
●ビジネス文書検定1級～3級
●珠算･電卓実務検定1級～3級
●英語検定1級～3級
●ビジネスコミュニケーション検定
●硬筆検定
●秘書検定 など

高校時代からスタートする〝就活〟

資格取得のエキスパート
将来を考え
多くの資格が取得できる

在校生Message
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看護の道へ最短距離　多彩な未来も広がる

衛生看護科

戴帽式

■看護の基礎知識と技術を習得し、医療や福祉の最前線で即
戦力となる人材を育成します。
■3年生で准看護師試験の受験資格を取得できます。合格後
は、医療分野や福祉機関で働くことが可能です。
　さらに、本校の専攻科に進学すれば、2年間で看護師国家試
験の受験資格が得られます。これは、看護師になるための最
短コースです。（本校専攻科に進学する場合、入学金免除と
なります。）

■高校卒業後の選択肢が豊富で、四年制大学、短大、
専門学校、専修学校にも進学が可能です。また、
衛生看護専攻科から四国学院大学の社会福祉学科
に編入すれば、社会福祉士の資格取得も可能です。
■高等学校の教育に加えて、看護に関する科目を履
修するので、資格取得はもちろん、現場で役立つ
人材となります。
■学年ごとに病院実習や特別課外授業を実施するな
ど、充実した受験指導で資格取得を全面的にサポ
ートします。
■2016年度から推薦入試制度を導入しています。

国家資格への最短コース

看護の資格取得は男子にも高い人気！
大学進学など、その後の選択肢も豊富

■学力や理解内容に合わせ、それぞれに課題を出すことができ、
スキマ時間を活用することで、効率よく学習時間を確保します。
　国家試験のための学習も、ひとりひとりに合わせて進めること
ができ、事前事後の学習を効果的に行うサイクルが身につき

ます。
■タブレットを使い調べ学習や、図解・動画検索等
で学習を深めます。
■ICT活用により、医療分野での電子カルテに対応
する力を身につけます。

衛生看護科にも「ICT教育」を導入！

資格取得の流れ
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看護師をしている母の姿を見て、小学生のころから看護師になること
を決意していました。四学香川西高ならば3年で准看護師免許を取得
することができ、専攻科に進めば看護師免許も最短で取得できます。
看護科からも専攻科からも多くの選択肢があり、四国学院大学に
編入すれば福祉系の資格取得もできるという恵まれた環境です。

衛生看護科３年生
（出身）三豊市立詫間中学校

眞田 はづきさん

資格取得の最短距離にいます

在校生Message
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万全のサポートで豊かな人間性を身につける

寮教育

旭寮（男子）A棟・B棟

玄関ロビー完成イメージ図

シオン寮（女子）外観完成イメージ図

全ての寮はキャンパス内

サッカー部に所属し、寮生活をしています。正直い
うと、最初の2か月くらいは慣れなくて、親のありが
たさが痛いほど分かりました。でも、先輩が親切に
教えてくれるので、すぐに要領もよくなり、今では全
く苦になりません。朝から晩までサッカーのことを
考えることができ、毎日が充実しています。親友と
呼べる信頼できる友人もたくさんできました。

普通科 体育コース３年生
男子サッカー部
（出身）新居浜市立川東中学校

飛田 竣吾さん

寮生活で知る親と友のありがたさ

寮生

県外出身、そしてスポーツに打ち込みたい生徒には、
寮が完備されています。男子寮の「旭寮」は、鉄骨３階
建のA棟（定員５５名）とB棟（定員１４０名）があります。
女子寮「シオン寮」は2017年３月、新たに完成予定（定
員９０名）。いずれも、本校のキャンパス内にあり、万全
の安全体制を確保しています。

学習・技術・メンタル面をサポート
各寮とも寮監や所属クラブ関係者の監督、部長、コー
チなどが交代で宿直業務を行い、寮生の生活や健康
面をフォロー。技術面はもちろん、メンタル面でも温
かいサポートがあります。テスト期間中などは、食堂
や校内の学習室を利用して勉強することができ、分か
らないところは直接先生に質問することができます。

寮の食事は大満足！
寮生は運動部員が多いため、食事はボリュームも味も
大満足できるものばかり。栄養面でも細やかな工夫が
なされています。分かりやすいように、細かい栄養素
別の数値を表示し、バランスのよい食事が提供されて
います。

Weekly  Menu 寮生食事／2016年6月６日（月）～１２日（日）

栄養価／熱量808.3kcal、蛋白質28.5g
　　　　脂質19.2g、炭水化物125.4g

栄養価／熱量1025.0kcal、蛋白質22.3g
　　　　脂質20.7g、炭水化物179.3g

栄養価／熱量1245.1kcal、蛋白質45.8g
　　　　脂質47.5g、炭水化物149.8g

6月１０日（夕食）6月１０日（昼食）6月１０日（朝食）

6月６日（月）

朝
　
食

昼
　
食

夕
　
食

6月７日（火） 6月８日（水） 6月９日（木） 6月１０日（金） 6月１１日（土） 6月１２日（日）

目玉焼き
肉野菜炒め
サラダ
牛乳
ご飯、味噌汁

チキンライス
白身魚フライ
コーンスープ

駒ヶ根ソースかつ
冷奴
かにかまと胡瓜
　の二杯酢
ご飯
豚汁
コーヒーゼリー

チキンナゲット
マカロニサラダ
サラダ
牛乳、コーンフレーク
ご飯、味噌汁

豚焼き肉丼
おくらの胡麻和え
味噌汁

チキンのタルタル
　ソース焼き
ポテトと玉葱の旨味炒め
ビーンズのトマト煮込み
ほうれん草と
　コーンのスープ
ご飯、オレンジ

キャベツスクランブル
茄子肉詰めフライ
サラダ
牛乳、ジュース
ご飯、パン、味噌汁

冷やし中華
春巻
混ぜご飯
　（鮭わかめ）

白身魚の唐揚げ
　と肉団子
麻婆春雨
蒸し鶏とキャベツの
　辛子醤油和え
ご飯、かき玉汁
ミルクプリン

ポークウィンナー
根菜の田舎風
サラダ
牛乳、コーンフレーク
ご飯、味噌汁

ポークカレー
卵入り
　ポテトサラダ

BBQチキン
かぼちゃの天ぷら
メンマともやしの
　青じそ和え
ご飯
味噌汁
パイナップル

鯖の塩焼き
五目きんぴら
サラダ
牛乳
ご飯、味噌汁

冷やしたぬきうどん
豆腐の南蛮漬け
混ぜご飯
　（わさび京菜）

ゆで豚の胡麻だれ
イカの油淋ソース
白菜と人参の
　胡麻和え
ご飯
わかめスープ
青りんごゼリー

照焼き肉団子
アジアン風ホクホクポテト
サラダ
牛乳、コーンフレーク
ご飯、味噌汁

ハム卵ロールと
　ソーセージカツ
キャベツとコーンの炒め
ポテトと玉葱のスープ

鶏の唐揚げ
ナポリタン
大根のゆかり
　マヨ和え
ご飯
味噌汁
キウイ

にら玉炒め
ハム
サラダ
牛乳
ご飯、味噌汁

回鍋肉
ブロッコリーと桜海老
　のマスタード和え
ご飯、味噌汁

ハンバーグ
　クリームソース
五目団子と根菜の煮物
もやしとほうれん草
　のナムル
ご飯、卵のスープ
カルピスゼリー

Message
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マンツーマンの指導体制で志望校を目指す

進路サポート
驚くほど手厚い時間外サポート
本校には、土・日・祝日、放課後など、いつでも自
由に使える学習室があります。こうしたスペースを利
用して、経験豊富な教師陣が毎日遅くまでマンツー
マンで指導を行っています。

高大連携
協力協定を結び、系属大学四国学院大学の授業へ
の参加や、大学の出張授業などの教育プログラムを
全クラスで実施しています。

高校卒業後の進学も高大連携制度による優遇措置が
利用できます。
◎四国学院大学…入学金28万円が免除、特別奨学
　金の利用可能。
◎四国学院大学専門学校…入学金 20万円が免除、
　就学貸付金（最大160万円）利用可能。

ひとりひとりに対応した進学・就職相談
志望校や就職先の決定は、ひとりで迷うことが多い
もの。本校では進路相談も就職支援も、マンツーマン
の体制でバックアップします。将来の進路や描く夢
など、多方面からひとりひとりのより良い未来を共に
考えていきます。
全ての生徒の将来を保障するため、基礎学力を高め
る進路指導を実践しています。

最近の主な合格校

最近の主な就職先

《四年制大学》
（国公立大学）筑波大学、神戸市外国語大学、大阪府立大学、広島大学、大阪教育大学、香川大学、秋田
大学、愛媛大学、高知県立大学、兵庫県立大学、福岡教育大学、北九州市立大学、名桜大学、高知工科大学、
鹿屋体育大学
（私立大学）関西学院大学、立命館大学、同志社大学、関西大学、京都女子大学、上智大学、青山学院大学、
中央大学、成蹊大学、専修大学、関西外国語大学、近畿大学、京都産業大学、龍谷大学、福岡大学、京都外
国語大学、松山大学、神奈川大学、日本大学、日本体育大学、大阪体育大学、拓殖大学、国士舘大学、摂南
大学、追手門学院大学、大阪経済大学、中京大学、名古屋外国語大学、神戸学院大学、桃山学院大学、広島
修道大学、帝京大学、産業能率大学、大阪芸術大学、大阪大谷大学、大谷大学、就実大学、常葉大学、東海
学園大学、大阪工業大学、藍野大学、愛知学院大学、森ノ宮医療大学、阪南大学、大阪学院大学、兵庫大学、
大阪産業大学、大阪国際大学、山梨学院大学、福岡工業大学、大阪商業大学、神戸国際大学、鈴鹿大学、
吉備国際大学、羽衣国際大学、関西福祉大学、至誠館大学、くらしき作陽大学、京都学園大学、太成学院
大学、帝塚山大学、宝塚造形大学、流通科学大学、高松大学、鶴見大学、日本文理大学、徳島文理大学、姫路
獨協大学、奈良産業大学、岡山商科大学、梅花女子大学、朝日大学、名古屋商科大学、愛知産業大学、高千
穂大学、多摩大学、四国大学、聖カタリナ大学、四国学院大学 など
《短期大学》
上智短期大学、関西外国語大学短期大学部、武庫川女子大学短期大学部、香川短期大学、高松短期大学、
岡山短期大学、川崎医療短期大学、大阪薫英女子短期大学、神戸山手短期大学、高知学園短期大学、堺女
子短期大学、夙川短期大学、徳島工業短期大学、梅花女子短期大学、白鳳女子短期大学、藍野大学短期大
学部、東大阪大学短期大学部、兵庫短期大学、山野美容芸術短期大学 など
《専修学校等》
国立波方海上技術短期大学校、穴吹工科カレッジ、穴吹コンピュータカレッジ、穴吹デザインカレッジ、穴吹動
物看護カレッジ、穴吹ビジネスカレッジ、穴吹ビューティカレッジ、四国医療専門学校、愛媛医療福祉専門
学校、大阪工業技術専門学校、大阪社会体育専門学校、履正社医療スポーツ専門学校、大阪自動車整備専
門学校、大阪ハイテクノロジー専門学校、大阪ベルエベル専門学校、大阪保健福祉専門学校、大阪放送芸術
学院、大阪法律専門学校、大原簿記専門学校、岡山科学技術専門学校、香川理容美容学校、香川県立高松
高等技術学校、関西医療専門学校、関西自動車専門学校、関西社会福祉専門学校、近畿コンピュータ電子専
門学校、健康保健鳴門専門学校、高知県立幡多看護専門学校、神戸電子専門学校、神戸国際調理菓子専
門学校、神戸医療福祉専門学校、高津理容美容専門学校、四国中央医療福祉総合学院、修成建設専門
学校、高松市医師会看護専門学校、東洋医療専門学校、東城看護専門学校、徳島健祥福祉専門学校、トヨタ
神戸整備専門学校、日産愛媛自動車専門学校、日本女子ゴルフ専門学校、姫路市医師会看護専門学校、八事
看護専門学校、四国学院大学専門学校 など

アオイ電子、赤沢病院、阿南共栄病院、池田外科医院、石川記念会HITO病院、伊勢丸食品、今治造船、医療
法人社団五色台病院、岩崎病院、岩佐病院、植木回漕店、内田病院、永生病院、愛媛県警察、愛媛県立病院、
愛媛大学付属病院、エリエール商工、オークラ輸送機、大阪ガス、大阪府警察、大塚歯科医院、大塚製薬、
おおにし病院、岡山県貨物運送、回生病院、香川井下病院、香川県警察、香川県立病院、香川労災病院、
カナエテクノス、川崎医科大学付属病院、川崎化工、川崎重工業、川西市立川西病院、カンケン、関西医科大
学付属病院、関西化学工業、北四国グラビア印刷、キナシ大林病院、近畿大学医学部付属病院、クシベウィン
テック、倉敷中央病院、KKR高松病院、高知医科大学付属病院、高知高須病院、神島化学工業、神戸大学付
属病院、坂出市立病院、佐川急便、讃岐缶詰、サヌキ畜産フーズ、三光産業大阪支店、サンミート、サンライズヒ
ルズゴルフ倶楽部、JR東海、JR西日本、自衛隊、四国工商、四国こどもとおとなの医療センター、四国中央病院、
四国日清食品、四国物産、四国物流サービス、四国丸一鋼管、志満秀､社団法人ときわ福祉会観音寺中部保
育園、十全総合病院、昭和紙工、新大阪病院、SINX、新鮮市場きむら、シンタク技研、新タック化成、吹田
病院、住友別子病院、聖マルチン病院、瀬戸製作所、千里病院、千里リハビリテーション病院、総合開発リネン
サプライ、第一衛材、大王製紙、ダイオーロジスティクス、大成薬品工業、大同ゴム、大日機鋼、ダイハツ工業、
高松市民病院、高松済生会病院、滝宮総合病院、千葉西総合病院、鶴見緑地病院、帝國製薬、テーブルマ
ーク、道後グランドホテル、東洋テックス、徳島中央病院、トランコム、新居浜市役所、仁尾興産、日亜化学
工業、日本通運、日本医科大学付属病院、日本酪農協同、橋本病院、福助工業、福本ボデー、福山通運、富士
カガク、前田病院、松井病院、マルナカ、三貴商事、三菱化学、三豊運送、三豊市上下水道工事業協同組合、
三豊市立永康病院、三豊市立西香川病院、三豊総合病院、ミノツ鉄工、美馬リハビリテーション病院、宮野
病院、屋島総合病院、ユニチャームプロダクツ、吉田石油店、ライフ堂、りつりん病院、レック四国工場 など

［卒業生の進路］
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オリンピックも夢ではない！　最大限、才能を伸ばす

部活動
人間性を高め
学問とスポーツの両道を目指す
日々の活動を通して、人としての力を培う｢部活動｣。
才能あふれる先輩たちが、勉学と両立させながらさ
まざまな部活動で活躍しています。

甲子園に出場した四学香川西高を見て入学を希望。寮生活でしたので、
野球部の仲間たちとは24時間ほぼ毎日一緒に過ごしていました。相手
の気持ちが分かるようになり、絆の大切さを学びました。また先生方か
ら、｢当たり前のことを当たり前に行う大切さ｣を教えていただきました。
野球だけでなく、人としての基本、生き方を教えてくれた母校です。

生き方を教えてくれた母校

四学香川西高のサッカー部は全国的にも知名度が高く、練習環境も
理想的なものがあります。多くの仲間同士、互いに切磋琢磨して高み
を目指していました。それだけに、トレーニングは楽なものではありませ
んでしたが、これからの人生、どんな壁が立ちはだかっていても、高い
目標を持って越えていく自信ができました。人間的にも大きく成長でき
たと、感謝しています。

より高い目標を持って壁を越える

卒業生Message

（卒業）普通科 特別進学コース
　　　男子サッカー部
（出身）大阪市立瓜破西中学校

清本 凌太さん
関西大学 外国語学部

（卒業）普通科 体育コース
　　　硬式野球部
（出身）堺市立美木多中学校

辻林 滉稀さん
鈴鹿大学 野球部

11 YONGAKU-KAGAWANISHI



硬式野球
ソフトテニス
男子サッカー
女子サッカー
ゴルフ
陸上・駅伝
女子バレーボール
軟式野球
卓球
バスケットボール
バドミントン
チアリーダー

茶華道
吹奏楽
コンピュータ技術
進学研究

新聞
文芸

運動部 文化部

同好会

●女子バレー部の実績
全日本バレーボール高等学校選手権大会　香川県代表決定戦（平成26年）3位
香川県高等学校総合体育大会（平成25年）準優勝
香川県高等学校新人バレーボール大会（平成２５年）優勝

●硬式野球部の実績
全国高等学校野球選手権大会〈甲子園〉４回出場
　（平成15・18・20・２４年）平成18年ベスト16
全国選抜高等学校野球大会〈甲子園〉（平成23年）初出場
秋季四国地区高等学校野球大会（平成22年）準優勝
春季四国地区高等学校野球大会（平成23年）優勝

●男子サッカー部の実績
Jリーガー7名、Fリーガー1名輩出
全国高等学校サッカー選手権大会9大会連続（平成18～26年）・10回出場
全国高等学校総合体育大会サッカー競技5大会連続（平成19～23年）・8回出場
四国高等学校サッカー選手権大会・優勝3回（平成17・20・24年）
高円宮杯U-18サッカーリーグ２０１３プリンスリーグ四国･優勝
全国サッカー選手権大会（天皇杯）出場・1回
●女子サッカー部の実績
香川県高等学校総合体育大会（平成27年）優勝
第３回四国高校サッカー選手権大会（平成27年）準優勝
香川県高等学校総合体育大会（平成2８年）優勝
第４回四国高校サッカー選手権大会（平成2８年）優勝

●ソフトテニス部の実績
全国高等学校総合体育大会（平成2年）団体優勝
全国高等学校選抜大会（平成6年）団体準優勝
全国高等学校総合体育大会（平成7年）個人優勝

●ゴルフ部の実績
PGAプロテスト20名、LPGAプロテスト9名合格
全国高等学校ゴルフ選手権（平成24年）男子団体2位、（平成26年）男子個人3位、女子個人7位
国民体育大会（平成24年）男子団体優勝・女子団体6位
日本ジュニアゴルフ選手権（平成2５年）男子個人５位
四国高等学校ゴルフ選手権大会
　（平成23・２６年）男子団体優勝、（平成23・２５・27年）男子個人優勝
　（平成23～26、28年）女子団体優勝、（平成2５・27年）女子個人優勝

●軟式野球部の実績
全国高等学校軟式野球選手権香川大会（平成2７・２８年）優勝
秋季四国地区高等学校軟式野球香川大会（平成2７年）優勝
秋季四国地区高等学校軟式野球大会（平成2７年）優勝
●卓球部の実績
全日本卓球選手権大会(ジュニア)香川県予選会（平成2７年）女子シングルス準優勝
香川県高等学校総合体育大会（平成2８年）女子シングルス優勝

●陸上部の実績
日本ジュニア・ユース選手権大会（平成2５年）男子１００m優勝、400mR８位
国民体育大会（平成2５年）男子少年A100m３位
四国高等学校総合体育大会（平成21・２４～２6・28年）男子400mR優勝、（平成２４～２８年）男子１６００mR優勝、
　（平成28年）女子400mR優勝
四国高等学校新人大会（平成２３～２７年）男子１６００mR優勝、（平成２４～２6年）男子400mR優勝
香川県高等学校総合体育大会（平成23～２6・２８年）男子400mR優勝、（平成23～２８年）男子１６００mR優勝、
　(平成28年）女子１６００mR優勝
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［学校～JR琴平駅間に通学バス］
本校では、学校～JR琴平駅間に通学バスを運行しています。

東みよし町

三好市新居浜市

西条市

四国中央市

観音寺市

まんのう町

善通寺市

多度津町

綾川町
香川県

徳島県

愛媛県

宇多津町

丸亀市

坂出市 高松市

琴平町

三豊市
本校

四学香川西野球グランド 雨天練習場四学香川西野球グランド

四国学院大学人工芝サッカーグランド四学香川西サッカーグランド

緑ヶ丘テニスコート緑ヶ丘サッカー場

四学香川西ゴルフセンター（2階フロア）四学香川西ゴルフセンター

四学香川西体育館（館内）四学香川西体育館

理想的なスポーツ環境

施設
野球場・サッカー場・ゴルフセンターなど、充実の施設
と最高の指導陣が待っています。夢に向かって突き
進んでください。

香川県の西にある本校。その通学圏は、意外と広範囲。
香川県内はもちろん、隣接する愛媛県や徳島県からも、
通学できるエリアが多くあります。
特に愛媛県の四国中央市や新居浜市、そして徳島県
の三好市などは通学におすすめ。
本校は、JR高瀬駅から約300mの
位置にありますので、
JRの沿線からは通学
に便利です。
また、JR琴平駅からは
スクールバスも用意さ
れていますので、土讃
線やコトデン沿線から
も通学できます。

あなたの街も通学圏！？

Q.1 プロ選手になりたいのですが…？

国や県などの奨学金制度のほか、四学香川西高
独自の奨学生制度があります。学力だけではなく、
運動能力、技能に優れた生徒も対象となります。

Q.2 奨学金制度を教えてください。

これまでも県外から多くの優秀な生徒が入学してい
ます。男子・女子ともに快適な寮があるので、心配はい
りません。

Q.3 県外からでも入学可能ですか？

衛生看護科では、3年生になると准看護師試験が受験
でき、合格後、准看護師免許が取得できます。さらに、
2年間の専攻科で看護師国家試験受験資格が得られ
ます。商業科では、就職に有利な資格検定合格をバッ
クアップします。

Q.4 どのような資格が取れますか？

はい、もちろん可能ですよ。国体やインターハイへの
出場もバックアップします。

Q.5 部活動以外のスポーツもできますか？

野球場
センター117m、両翼96mでナイター設備も完備。
ピッチング練習場、雨天練習場も併設。

サッカー場
ナイター設備の整った本校サッカーグラウンドと、天然芝の市営緑ヶ丘
サッカー場で練習。また、なでしこジャパンも練習を行った四国学院大
学人工芝サッカーグラウンドも使用。

テニスコート
オムニコート4面の市営緑ヶ丘テニスコートを使用。

ゴルフセンター
一般にも開放している、2フロア52打席の練習場。

体育館
ひろびろとした体育館は、LED照明完備。

Q&AQ&A四学香川西高校に
聞いてみたいこと
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学校行事

在校生

商業科では電卓１級、ビジネス文書１級、簿記3級を取得。現在は、
生徒会会長を務め、部活動はバドミントン部。勉強・生徒会・
部活動と充実した毎日です。四学香川西高の校風は明るく活発
で、みんな、それぞれに部活動や資格取得、そして受験勉強に
充実した日々 を送っています。体育祭や文化祭、クラスマッチやク
リスマスパーティーと行事も多彩。悔いのない高校生活を四学香
川西高で送りましょう！

商業科３年生
生徒会長
（出身）善通寺市立西中学校

小林 翔一さん

Message
生徒会、部活動と充実した日々

みんなの絆で盛り上がる｢体育祭｣・｢四学香川西高祭｣
毎年、春に｢体育祭｣、秋には｢四学香川西高祭｣が開催されます。
各クラスから選出される実行委員会のメンバーによって運営され
る一大プロジェクト。イベントやバザーで大いに盛り上がります。

心に刻まれる旅物語｢修学旅行｣
国内・国外を問わず、安全な旅行先を決定しています。国内
では、北海道・東京・沖縄などが人気。国外では、グアム・韓国・
中国などに出かけました。見聞を広げ、クラスメートとのかけ
がえのない思い出が残る修学旅行です。

3
MARCH

2
FEBRUARY

1
JANUARY

12
DECEMBER

11
NOVEMBER

10
OCTOBER

9
SEPTEMBER

8
AUGUST

7
JULY

6
JUNE

5
MAY

4
APRIL

EVENT CALENDER
1学期始業式
入学式
入寮式
新入生オリエンテーション
生徒総会
遠足

教育振興会総会
保護者懇談会
1学期中間試験
体育祭
防火避難訓練

県総合体育大会
校内研究授業
四学香川西高杯
　(女子バレーボール)

1学期期末試験
クラスマッチ
1学期終業式
保護者懇談会
夏期課外授業
クラス別登校

全国総合体育大会
夏期課外授業
夏期研修講座
体験入学
クラス別登校
2学期始業式

四学香川西高祭
震災対策避難訓練

2学期中間試験
戴帽式

県高校新人大会
創立記念日
校内研究授業

2学期期末試験
クラスマッチ
2学期終業式
保護者懇談会
防火避難訓練

3学期始業式
入学試験
大学入試センター試験

修学旅行
卒業試験
准看護師試験
看護師国家試験

卒業式・修了式
ロードレース
学年末試験
学年末終業式

2017年度（予定）

入学式

クラスマッチ

体験入学

戴帽式戴帽式

防火避難訓練

修学旅行修学旅行

クラス、部活動の名誉をかけて全力疾走で駆け抜け、絆が深まる「体育祭」クラス、部活動の名誉をかけて全力疾走で駆け抜け、絆が深まる「体育祭」

四学香川西高祭 四学香川西高祭

修学旅行

かけがえのない高校時代　素晴らしい思い出を残そう
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四国学院大学専門学校

至高松

至高松

JR高瀬駅 JR予讃線

高 松 自 動 車 道 三豊鳥坂ICさぬき豊中IC

至松山

至松山
●マルナカ●

ゆめタウン三豊
●三豊市役所

マツヤデンキ●
１１

Ｎ

四国学院大学香川西高等学校

●マックスバリュ

◎JR予讃線高瀬駅より約300m。
◎高松自動車道さぬき豊中ICより約4km。
◎高松自動車道三豊鳥坂ICより約5km。
　（三豊鳥坂ICは松山方面からはご利用になれません。）

◎三豊市役所のすぐ前にあります。
◎JR高瀬駅へは普通列車で
　JR坂出駅から約33分、
　JR多度津駅から約20分、
　JR観音寺駅から約13分です。

坂出 高松

福山

鳴門

岡山
姫路

神戸

大阪

徳島
徳島県

山陽新幹線
主な高速道路

高知県

愛媛県

香川県

鳥取

米子

高知

今治
松山

新居浜

広島

松江

三豊市

〒767-8513 香川県三豊市高瀬町下勝間2379
TEL（0875）72-5193　FAX（0875）72-5126
URL:http://www.kagawanishikou.com/

Access


