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◎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。
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2021／学校案内

自分発見！夢に近づく実感



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。

四学香川西高では、さまざまな社会状況を想定し、
ひとりひとりの生徒と学校を結ぶことができる
ICT（Information And Communication Technology）教育を
いち早く導入した実績があります。

◎いつでもどこでも学べるオールマイティーの学習スタイル
◎特進棟・看護科棟にWi-Fi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2016
年から採用。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
ト等を利用したICT教育を導入し、授業や家庭学習で活用していま
す。また、副教材を可能な限りタブレットに集約してスリム化し、問題バ
ンク（　　　　　）の利用やアプリケーションを使って、スピーディーな
授業を行ってきました。
毎日の学習の記録や宿題の配信など、常にICTになじみ、使いこなす
学習スタイルです。校内のネットワークはもちろんですが、校外ネット
ワークも構築し、外部講師からもさまざまな知性や情報を入手するの
みならず、幅広い相談に対応することができます。
学習時間や進行状況を客観的に把握することで、自分への反省や気
づきも生まれ、生徒自らがやる気を持って取り組む学習環境を整えて
います。

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。

※
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

スクールモットー

わたしたちの使命

問題配信・宿題・小テスト・理解度調査

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。
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■国公立大学・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
講師により、英検やGTECなどの検定対策。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。
■アクティブラーニングやICT教育により、大学入試改革に向
け課題解決能力を養います。

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
確実な力をつける普

通
科

特別進学コース主任
進路部 部長補佐

すでに社会はビッグデータを駆使するAIの時代です。本校では新
時代を開く人材にふさわしいICT教育を常に進化させ、新たな教育
環境を構築しています。それに合わせ、ひとりひとりの生徒のやる
気を引き出し、可能性を伸ばしたいと日々取り組んでいます。
そのために授業形態も進化させ、まずは良さを見いだし褒める教育
を心がけ、インプットすれば、必ずアウトプットさせるという繰り返し
をより細やかに行いました。また、教えるという時間は 25分まで、
後はひたすらアウトプットに重きを置いています。自分自身で考え
る、考えを発言して伝える、仲間と考えを共有するという作業をメイン
にしました。これにより、成績の目覚ましい上昇が見えてきました。
英語検定では、特別進学コース３年生の約８５％の生徒が２級を
取得し、さらに、準１級の合格も出ています。
これからの時代は、自らが発信することがより求められます。間違
いを恐れず発言することで、間違いに気づき、他者との違いに
気づき、より良い未来を選択していくことができます。そうした自主
性と柔軟性を育ててほしいと願っています。自ら考え、自分自身の
未来をしっかりとプロデュースし、自らの力で素晴らしい未来をつか
んでほしいのです。本校ならではの学習環境から生まれた、この
学びは生涯にわたる財産となることを確信しています。
誰もが素晴らしい才能を持ち、その人でなければ描けない
未来があります。それに気づき、自らが学ぶことの楽しさ
を発見できる高校が四学香川西高です。

限りない可能性に気付き、
自ら世界へ発信する力を身につけよう！

タブレット授業風景

夢
を
確
実
な
未
来
に
変
え
る「
普
通
科
」3
コ
ー
ス

普通科特別進学コース３年生
陸上競技部
出身：香川県藤井中学校

伊原 和希

大西 友一朗先生

思った以上の自分に
出会える
特進コースではみんなが学習に
力を入れるので、一人だけ遅れ
てはいけないと競争心が芽生え
てきました。何事も続かない性
格でしたが、担任の先生のお
かげで、勉強をする習慣がしっ
かりと身につきました。これは私
の人生を輝かせてくれる大事な
習慣です。陸上でも記録を伸
ばすことができ、苦手を克服す
る方法も学ぶことができました。

■進学と就職、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、学校推薦型選抜、総合型選抜対策
など、多様な入試対策を行います。
■就職を目指す人には、面接指導、社会人としての心得・マナー
等、豊かな人間性を育みます。
■各種検定にチャレンジして、資格取得を目指します。

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！

体育コース／進学総合コース

■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、豊かな人間形成を図ります。
■協定校である四国学院大学の出張授業や、外部講師の授業
を取り入れるなど、専門性の高い講義を受けることができます。
■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

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、授業や総合的な探究の時間等を利用して、学び直し学習

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する

◎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
　が整っています。

在校生 Message

Message

普通科体育コース３年生
女子サッカー部
出身：丸亀市立東中学校

秋山 みゆき

進路に悩んでも大丈夫

3人の兄と一緒に幼い頃からボールを
蹴っていました。先輩たちのサッカー
に懸ける姿が素晴らしく、どうしてもこ
こでサッカーがしたいと思いました。
クラスはさまざまな夢を持つ人の集ま
り。私はまだ就職か進学かで迷ってい
ますが、先生方はあらゆる突破のノウ
ハウを持っていて熱心に進路指導をし
てくれます。

在校生 Message 在校生 Message

普通科進学総合コース３年生
陸上競技部
出身：観音寺市立大野原中学校

岡田 成翔

真剣に向き合ってくれる

進学総合コースでは、さまざまな資格
も取得できるので、パソコン関係にも
力を入れています。選択肢が多くなり
進路に戸惑うと、先生がひとりひとり
の相談に真剣に向き合ってくれます。
私の場合は柔道整復師になりたいの
で専門学校を目指しています。駅まで
40分の自転車通学で、陸上競技の
記録も伸びましたよ。

進路担当教諭
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回の基礎学力
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。また、
社会人となってからの自信にもつながります。
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■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。
■体験学習や企業訪問を多く取り入れ、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。
　[各種検定資格を活かした進路選択も可能です。]

■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。

◎全商簿記実務検定1級～3級
◎全商情報処理検定1級～3級
◎全商ビジネス文書検定1級～3級
◎全商珠算･電卓実務検定1級～3級
◎全商英語検定1級～3級
◎全商ビジネスコミュニケーション検定
◎実務技能検定（秘書・ビジネス文書）
◎硬筆検定など

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

■看護の基礎知識と技術を習得し、医療や福祉等の分野
で、活躍できる人材を育成します。
■3年間で准看護師検定の受験資格を取得できます。合格
後は、医療・介護分野等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。）

国家資格への最短コース

卒業後の進路

四
学
香
川
西
高
校
衛
生
看
護
科

准
看
護
師
免
許
取
得

医
療
機
関
等
に
就
職

他分野の大学
専門学校に進学
企業等に就職

四
学
香
川
西
高
校
衛
生
看
護
専
攻
科

看
護
師
免
許
取
得

四
国
学
院
大
学
社
会
福
祉
学
部
に
編
入

医
療
機
関
等
に
就
職

企
業
等
に
就
職

■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3年次に編入することも可
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、病院・施設で役立つ人材と
なります。
■学年ごとに臨地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。

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

■調べ学習や、図解・動画検索等で
学習を深めます。
■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。
　准看護師検定のための学習も、ひ
とりひとりに合わせて進めることが
でき、学習を効果的に行うサイクル
が身につきます。
■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！ 戴帽式

チャレンジできる主な検定試験

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

看
護
の
道
へ
最
短
距
離
　
多
彩
な
未
来
も
広
が
る

商
業
科

衛
生
看
護
科

卒業：2019年商業科
出身：三豊市立三野津中学校

四国学院大学　文学部

岡山商科大学　経営学部

尾崎　隼さん

スムーズに推薦入学

先生方は進路についても熱心に
相談に乗ってくれました。アドバイ
スもたくさんいただき、納得して進
路先を決定することができました。
結果、協定校の四国学院大学に
推薦でスムーズに入学。留学生と
交流することで刺激を受け、英語
を勉強しなおし、海外留学をした
いと考えるようになりました。

卒業生 Message

衛生看護科3年生
陸上競技部
出身：姫路市立飾磨中部中学校
　　（兵庫県）

田原 太斗

看護師も進学も手が届く

兄が卒業生で今は近畿大学で
陸上をしています。その兄を見
て、入学したいと思いました。
小さいときから人を助ける仕事
をしたいと考えていたので、衛生
看護科を選びました。最短で
国家資格を取得することもでき
るので、専攻科への進学も考え
ています。ここなら進学、就職
など選択肢が増えます。

在校生 Message

卒業：2019年商業科
出身：観音寺市立大野原中学校

小出 彩加さん

ていねいな学習指導に感謝

母の姿を見て事務職に憧れを持
ち、商業科に進学。資格もしっか
り取得し、将来は事務職に就きた
いと思っています。進路先は間際
まで迷いましたが、無事志望校に
合格することができました。先生
方が分かるまで勉強を見てくれた
おかげで、中学時代に比べぐんと
成績が上がりました。

卒業生 Message

商業科3年生
陸上競技部
出身：天理市立南中学校（奈良県）

上内 達司

ガッチリ資格が取得できる

陸上にも打ち込み、さらに資格も
取得したいと思い商業科を選びま
した。授業以外でも、ひとりひとり
に合わせて先生方が細やかに指
導をしてくれるので、１つずつ資格
取得を達成できています。現在、
大学進学を目指しています。将来
は資格を生かして有利に就職した
いと考えています。陸上では全国トッ
プを狙っています。

在校生 Message
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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。

協定校である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２９万円が免除、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、
　修学貸付金（最大１６８万円）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
【公務員】今治市消防本部、愛媛県警察、大阪府警察、香川県警察、自衛隊、大東四
条畷消防組合、奈良県広域消防組合、新居浜市役所など
【一般企業】アイム、アオイ電子、アラクス、伊勢丸食品、岩谷産業、植木回漕店、大紀
商事、大倉工業、オークラ輸送機、オリエンタルモーター、カナエテクノス、川上板金工
業所、川崎重工業、関西化学工業、クシベウインテック、神島化学工業、コメリ、サカ
コー、佐川急便、讃岐缶詰、サヌキ畜産フーズ、サンミート、山陽特殊製鋼、サンライズヒ
ルズゴルフ倶楽部、ＪＲ西日本、四国塗装工業、四国日清食品、四国物産、四国丸一
鋼管、昭和紙工、シンタク技研、新タック化成、瀬戸製作所、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、大同ゴム、大日機鋼、ちぬやホールディン
グス、テーブルマーク、天満屋、豊嶋建設、仁尾興産、西日本パック、日亜化学工業、福助
工業、福山通運、丸善、マルナカ、三豊運送、三豊市上下水道工事業組合、ミノツ
鉄工、森下仁丹、山崎製パン、吉田石油店、レック四国工場、ライフ堂、レディ薬局など
【病　院】石川記念ＨＩＴＯ病院、永生病院、回生病院、香川井下病院、香川労災病院、
城山病院、神戸市民病院機構、五色台心の医療センター、四国こどもとおとなの医療
センター、城陽江尻病院、聖マルチン病院、高松医療センター、高松市立みんなの病院、
滝宮総合病院、西山脳神経外科病院、橋本病院、松井病院、まるがめ医療センター、
三豊市立永康病院、三豊総合病院、宮野病院、屋島総合病院など

［卒業生の進路］

高大連携

進路サポート マンツーマンの指導体制で志望校・希望職を目指す 四学香川西高の魅力、学んだもの

卒業：普通科特別進学コース
　　男子サッカー部
出身：神戸市立本庄中学校
　　（兵庫県）

佐藤　新さん

思い通りのゴールが見えた

スポーツも勉強も全力で打ち込める環
境があります。スケジュール管理が身
につき、一生の財産になったと感謝し
ています。おかげで成績は格段にアッ
プ。中学時代の英語は平均点以下で
したが、大阪大の外国語学部に入学
することができました。現在は海外で
仕事をする夢を抱いています。

2020年卒業生Message

卒業：普通科特別進学コース
　　男子サッカー部
出身：北谷町立北谷中学校
　　（沖縄県）

町田 大河さん

目標達成の結果を出すことができる

サッカー部のキャプテンとなり、部活動
と勉強の両立が課題でしたが、練習
後にも夜遅くまで学習指導をしていた
だいたおかげで“合格”の結果を出す
ことができました。ここなら、自分の意
思次第で、高い目標に近づくことがで
きます。今は障害児教育の道に進む夢
を追いかけています。

卒業：普通科特別進学コース
　　男子サッカー部
出身：那覇市立松島中学校
　　（沖縄県）

宮城 歩武さん

悔いなく過ごしたいなら

サッカーの名門校である四学香川西高
に沖縄から進学。サッカーさえできれば
と思っていましたが、学習面でも熱心な
指導をしてもらい、3年間で進路の幅が
大きく広がりました。サッカーでもふるさと
沖縄で開催されたインターハイに出場
することができ、悔いのない高校時代
になりました。

卒業：普通科特別進学コース
　　陸上競技部
出身：姫路市立朝日中学校
　　（兵庫県）

寺脇 聖乃さん

志の高い仲間と苦手を克服

高校では目標通り陸上でインターハイと
全国駅伝に出場しました。志の高い仲
間が集まるここなら、お互いに助け合
い、励まし合いながら目標を達成する
ことができます。学習面でも、熱心な個
人指導のおかげで苦手科目を得意科
目にすることができ、岡山県立大学の
合格通知も手にしました。

卒業：普通科特別進学コース
　　男子サッカー部
出身：糸満市立兼城中学校
　　（沖縄県）

當間 理央さん

驚くほど熱い学習指導

レベルの高い部活動の指導で有名な四
学香川西高ですが、学習面の熱心な
指導体制も全国屈指だと思います。
集中して勉強ができる環境を整えてく
れたこと、感謝しています。寮生活では、
生活面でも社会面でも人として成長する
ことができました。遠くからでも進学する
価値のある母校です。

卒業：普通科特別進学コース
　　男子サッカー部
出身：那覇市立安岡中学校
　　（沖縄県）

西園　凜さん

人生に必要な｢自己管理｣を学ぶ

部活動と勉強の両立ができる高校で、
寮生活も仲間や先輩に助けられ快適な
3年間でした。特に感謝しているのは
｢自己管理｣ができるようになったこと。
自分の弱点を見つめ、克服するために
何をすれば良いか見えるようになりまし
た。考える素晴らしさを教えてくれた先
生に感謝しています。

卒業：普通科特別進学コース
　　女子サッカー部
出身：倉敷市立南中学校
　　（岡山県）

河原 真子さん

尊敬できる同級生に感謝

部活動に力を入れたいと軽い気持ちで
特進コースに入りましたが、クラスメート
が頑張る人たちばかりなので、親や先
生から強制されることなく自然に私もや
る気がわいてきました。結果、AO入試
により公立大学に合格しました。尊敬で
きる先生や同級生に出会えたことに感
謝しています。

卒業：普通科特別進学コース
　　陸上競技部
出身：坂出市立坂出中学校

大阪大学　外国語学部

山口大学　教育学部

名桜大学　人間健康学部

武庫川女子大学　薬学部

琉球大学　人文社会学部

名桜大学　国際学群

公立鳥取環境大学　経営学部

京都教育大学　教育学部体育領域専攻

坂本 聡美さん

未来を開く3年間

中学時代は英語が苦手でしたが、高校
では1年で英検2級取得、2年でスピー
チコンテストに出場し特別賞を受賞と得
意科目に変わっていました。部活動でも
自分の能力を伸ばすことができ、今は高
校時代の経験から、体育や英語を通じ
て子どもたちの未来を開く仕事がした
いと考えています。

《四年制大学》
【国公立大学】大阪大学、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、東京学芸大学、京都教育大学、香川大学、愛媛大学、山口大学、
秋田大学、長崎大学、琉球大学、岡山県立大学、高知県立大学、兵庫県立大学、
島根県立大学、宮崎公立大学、福岡教育大学、北九州市立大学、名桜大学、高知
工科大学、尾道市立大学、鳥取環境大学、鹿屋体育大学
【私立大学】早稲田大学、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、東洋大学、成城大学、成蹊大
学、獨協大学、専修大学、関西外国語大学、甲南大学、近畿大学、京都産業大学、
龍谷大学、福岡大学、神田外国語大学、京都外国語大学、松山大学、広島修道大学、
神奈川大学、日本大学、東海大学、日本体育大学、大阪体育大学、駒澤大学、拓殖
大学、国士舘大学、武庫川女子大学、摂南大学、追手門学院大学、大阪経済大学、
中京大学、大東文化大学、佛教大学、四天王寺大学、名古屋外国語大学、神戸学
院大学、桃山学院大学、桃山学院教育大学、帝京大学、産業能率大学、大阪芸術
大学、ノートルダム清心女子大学、就実大学、大阪工業大学、びわこ成蹊スポーツ大
学、森ノ宮医療大学、阪南大学、帝塚山大学、宝塚大学、高松大学、岡山理科大学、
四国学院大学など
《海外への進学》ペニンシュラ大学
《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、安田
女子短期大学、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
など
《専修各種学校等》
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、穴吹パティシエ福祉カレッジ、四国医療専門学校、愛媛医療福祉専門学校、東京
リゾート＆スポーツ専門学校、ワタナベエンターテイメントカレッジ、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、香川県歯科医療専門学校、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、関メディベースボール学院、グッドウ
ィルゴルフアカデミー、フィジークリーバード（海外）、IMGアカデミー（海外）、四国学院大
学専門学校など

07 08SCHOOL GUIDE 2021YONGAKU-KAGAWANISHI



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。

●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
春季四国地区香川県高等学校野球大会（平成３１年）優勝
春季四国地区高等学校野球大会（令和元年）出場

●男子サッカー部の実績
Jリーガー９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・1１回出場
全国高等学校総合体育大会サッカー競技・１1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

●ゴルフ部の実績
PGAプロテスト25名、LPGAプロテスト１０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、
　（平成２８年）男子個人３位、（平成３０年）男子団体３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２５・27・２８・２９・３１年）男子個人優勝
　（平成23～26・28年）女子団体優勝、（平成2５・27・２８・２９年）女子個人優勝

●卓球部の実績
全国高等学校総合体育大会（平成３０年）女子ダブルスベスト１６
全国高等学校選抜卓球大会四国地区予選会（平成３１年）男子団体２位・全国大会出場
　（令和２年）男子団体3位・全国大会出場
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、（平成２8年）男子シングルス準優勝
　（平成30年）男子シングルス優勝
香川県高等学校総合体育大会（平成28・29年）女子シングルス優勝、（平成29年）男子ダブルス準優勝、女子ダブルス準優勝
　（平成３０年）男子・女子団体準優勝、男子シングルス準優勝、女子ダブルス準優勝
　（令和元年）男女団体・シングルス・ダブルス優勝
香川県高等学校新人卓球大会（平成２９年）男子団体準優勝、シングルス優勝、ダブルス準優勝
　（平成30年）男子団体・シングルス･ダブルス優勝、女子団体優勝、シングルス･ダブルス準優勝
　（令和元年）男子団体準優勝、女子シングルス準優勝、ダブルス優勝

●陸上競技部の実績
全国高等学校総合体育大会（平成３０年）男子400mR2位、棒高跳8位、（令和元年）男子三段跳４位
　　　　　　　　　　　　（平成２９年）女子砲丸投7位
国民体育大会（平成2５年）男子少年A100m３位
　　　　　　（平成３０年）男子少年A100m７位、少年B砲丸投8位、女子少年A走幅跳５位
　　　　　　（令和元年）少年共通三段跳４位、少年B100m4位、女子少年共通円盤投５位
U18日本選手権（平成2５年）男子１００m優勝、400mR８位、（令和元年）男子砲丸投２位、ハンマー投５位、三段跳7位
　（平成２８年）女子砲丸投６位、（平成30年）女子ハンマー投３位、走幅跳７位、（令和元年）女子円盤投３位、砲丸投6位
U20日本選手権（平成３０年）男子棒高跳７位、（平成２９年）女子砲丸投７位、（令和元年）女子走幅跳８位
全国高等学校選抜大会（平成３０年）スプリント・トライアスロン男子３・６位、女子４位
　　　　　　　　　　（令和元年）男子砲丸投２位、三段跳６位
四国高等学校総合体育大会（平成28～令和元年）男子総合優勝４回、（平成29～令和元年）女子総合優勝３回
　（平成21年、２４～２6年、28年、３０年）男子400mR優勝6回、（平成２４～２８年、30年）男子１６００mR優勝６回
　（平成２８、２９年､令和元年）女子400mR優勝３回、（平成２９年）女子１６00mR優勝
香川県高等学校総合体育大会（平成２５年、28～令和元年）男子総合優勝5回、（平成２８～令和元年）女子総合優勝４回
　（平成２３～２6年、28～令和元年）男子400mR優勝８回、（平成２３～令和元年）男子１６００mR優勝９回
　（平成2７年、２９～令和元年）女子400mR優勝４回、（平成２８～令和元年）女子１６00mR優勝４回
香川県高等学校新人大会（平成２４年、２６～令和元年）男子総合優勝７回、（平成２７～令和元年）女子総合優勝４回
男子400mR（４０秒１８）、女子400mR（４6秒93）四国高校記録保持
男子ハンマー投（59m84）香川県高校記録保持

●駅伝競技部の実績
全国高等学校駅伝競走大会（平成16年）男子出場、（平成29・３０年）女子出場

●女子バレー部の実績
Vリーガー1名、V2リーガー1名輩出
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２８年）３位
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
男子サッカー
女子サッカー
ゴルフ（男・女）
陸上競技（男・女）
駅伝競技（男・女）
女子バレーボール
卓球（男・女）
男子バスケットボール
バドミントン（男・女）
チアリーダー（男・女）

茶道
華道
吹奏楽
コンピュータ技術
進学研究
　（Special Study for Students）

ソフトテニス
聖歌隊
新聞
文芸

文
化
部

同
好
会

運
動
部

部活動 オリンピックも夢ではない！最大限、才能を伸ばす

普通科特別進学コース3年生
男子サッカー部
出身：京都市立烏丸中学校
　　（京都府）

宮本 大輝

文句なしのスポーツ環境

人工芝のサッカー場で主に練習してい
ますが、時には天然芝のサッカー場も
使います。寮の前には土のグラウンド
があって、いつでも練習できます。ス
ポーツをするには、四学香川西高の
環境は文句なしです。寮生活では、
チームの仲間と何でも相談することが
できます。チームプレーの大切さも自
然と学びました。

在校生Message

普通科体育コース3年生
陸上競技部
出身：丸亀市立西中学校

藤田 真緒

手厚いフォローで記録アップ

四学香川西高の陸上競技部は県内や
全国から優秀な選手が集まってきます。
100人近くのメンバーがいるのですが、
監督はひとりひとりをちゃんと見て的確
なアドバイスをくれます。おかげで私の
記録も思った以上に伸びました。練習
や試合など専用バスでゆったり移動。
さまざまな面で手厚いフォローがあり
ます。

在校生Message

●女子サッカー部の実績
四国高等学校総合体育大会（平成2８～３０年）優勝
全日本高等学校女子サッカー選手権大会四国大会（令和元年）優勝
全国高等学校総合体育大会 3年連続 ３回出場
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 3年連続 ３回出場
全日本高等学校女子サッカー選手権大会 4年連続 4回出場
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［学校～JR琴平駅間にスクールバス］
本校では、学校～JR琴平駅間（善通寺駅経由）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

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、
通学エリアです。
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。但し、男子は運動部への入部が条件とな
ります。

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検定が
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？

もちろん可能です。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 既存の部活動以外の
スポーツ活動もできますか？

四学香川西高の

にお答えます

野球グラウンド 雨天練習場野球グラウンド

四国学院大学人工芝サッカー場サッカーグラウンド

比地グラウンド三豊市緑ヶ丘サッカー場

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

体育館（館内）体育館（外観）

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。

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。

陸上グラウンド 比地グラウンドと、香川県立丸亀競技場で練習。

体育館 広 と々した体育館は、LED照明完備。

Weekly Menu 寮生食事
2020年4月20日（月）～26日（日）

4月22日（夕食）4月22日（昼食）4月22日（朝食）

4月20日（月）

朝
　
食

昼
　
食

夕
　
食

4月21日（火） 4月22日（水） 4月23日（木） 4月24日（金） 4月25日（土） 4月26日（日）

ごはん 
ハムカツ 
フルーツカクテル 
赤だし 
牛乳 

チーズカレー 
サラダバイキング 
デザート 
牛乳 

ごはん 
ポークソテー 
ナポリタン 
トマトと
じゃこサラダ 

ごはん 
厚焼き玉子 
ミニハンバーグ 
すまし汁 
牛乳 

ごはん 
魚の照焼き 
なすびの揚げ浸し 
磯部和え 

ごはん 
焼肉 
白菜キムチ 
土佐煮 

ごはん 
ポテトサラダ 
鮭塩焼き  
味噌汁  
牛乳 

ごはん 
チキンカツ 
ツナじゃが 
味噌汁 

ごはん 
麻婆豆腐 
春巻き 
サラダ 

ごはん 
チキン南蛮 
がんもの煮物 
味噌汁 

ごはん 
温泉卵 
納豆 
味噌汁 
牛乳 

ごはん 
チンジャオロース 
胡麻団子 

ごはん 
さわらの西京焼 
厚焼き玉子 
味噌汁 
牛乳 

ごはん 
和風ハンバーグ 
野菜ソテー 
春雨サラダ 

ごはん 
プルコギ風 
イカと大根煮物 

ごはん 
ジャーマンポテト 
チキンナゲット 
味噌汁 
牛乳 

わかめごはん 
醤油ラーメン 
シューマイ 

ごはん 
クリームシチュー 
ささみフライ 
サラダ 

ごはん 
ポテトサラダ 
ウィンナー 
中華スープ  
牛乳 

豚丼 
味噌汁 
白菜漬け 

ごはん 
赤魚の天ぷら 
肉じゃが 
もやしと
ほうれん草の和え物  

全ての寮はキャンパス内
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、3階建のA棟（定員58名）とB棟（定員156名）
があります。また「タルソス寮」は、3階建（定員80名）の野球部専用寮です。
女子寮「シオン寮」は2017年3月に完成（定員90名）しました。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。常時学習室や食堂を利用して勉強
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、食事は味もボリューム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。

旭寮A棟・B棟（男子）

タルソス寮（男子）

シオン寮中庭（フットサル場）

シオン寮（女子）

シオン寮（女子）食堂

寮生活 万全のサポートで豊かな人間性を身につける 施設 理想的なスポーツ環境

普通科体育コース2年生
男子サッカー部
出身：狭山市立第三中学校
　　（大阪府）

西山 大吾

寮生活でサイコーの日々

全国大会出場を目指して大阪
から四学香川西高へ進学。寮
生活をすることで、自主独立の
精神が育ち、親のありがたさも
わかりました。スポーツも学習も
寮生活なら時間の無駄なく思う
存分打ち込むことができます。
何より同じ目標を持つ友人たちと
の暮らしはサイコーに充実して
います。もちろん食事は栄養面
もボリュームも大満足です。

寮生Message
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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

School Events School wear

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

県総合体育大会壮行式
教育振興会総会
保護者懇談会
1学期中間試験
防火避難訓練
体育祭

県総合体育大会
四学香川西高杯
前期校内研究授業
四国大会壮行式
四国大会

1学期期末試験
クラスマッチ
スマホ･ケータイ安全教室
保護者懇談会
1学期終業式
夏季課外授業

全国総合体育大会
夏季課外授業
第1回体験入学
（オープンスクール）
クラス別登校
2学期始業式
震災対策避難訓練

四学香川西高祭
就職試験開始
校内看護体験発表会
専攻科推薦入学試験

中央委員会
交通安全・薬物乱用防止教室
2学期中間試験
戴帽式
第2回体験入学
（オープンスクール）

創立記念日（11日）
後期校内研究授業
イルミネーション点灯式
専攻科１次入学試験

2学期期末試験
防火避難訓練
クラスマッチ
2学期終業式
保護者懇談会

3学期始業式
大学入学共通テスト
入学試験
（特別進学コース・推薦・一般）
専攻科2次入学試験

修学旅行（関東）
専攻科3次入学試験
卒業試験
准看護師資格試験
看護師国家試験

卒業式・修了式
同窓会入会式
学年末試験
ロードレース
学年末終業式
高校・専攻科入学前登校

２０21年度（予定）

クラス、部活動の名誉をかけて全力プレイ、絆が深まる「体育祭」

四学香川西高祭 四学香川西高祭四学香川西高祭 四学香川西高祭

修学旅行（北海道）

遠足

体験入学

イルミネーション
点灯式

クラスマッチ

卒業式

Message
かけがえのない君よ
共に未来の扉を開こう

〈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する。
２０１６年　四国学院大学香川西高等学校に校名を変更する。
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。
２０１7年　シオン寮（女子寮）竣工

四国学院大学香川西高等学校

校長 草 薙　浩

1946年に上戸洋裁研究所として、地域の熱い期待に応えて誕生した本校
は、進学に、部活動にと着実に歴史を刻み、伝統校への確かな歩みを進
めて参りました。
2016年4月には、四国学院大学系属校として、新たに出発。四国学院大
学との強い連携の中で、創立以来培われた伝統とミッション系スクールとし
ての新しい知識を融合し、新たな時代に応える人材が育つ、活力と魅力に
溢れた学校づくりに邁進しております。
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、「わたしたちは、ひとりひとり、かけがえのない人間だ」との宣言です。
わたしたちは、生きていく上で必要不可欠な｢塩｣のように、ひとりひとりがか
けがえのない存在であり、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。自分自身を大切にするのと同様に、他の人たちを敬う豊かな心を
持たなければなりません。
日本においても、｢塩｣は古来より穢を払うものとされてきましたが、マタイによ
る福音書においても｢塩｣は腐敗を防ぐものとされ、我 も々社会や人心の清ら
かな模範であれと説いています。
本校は、人間性の醸成に寄与し、自信を持って未来の扉を開く人材を育成
する教育が信条です。かけがえのないみなさんと、共に学べることを心から願っ
ています。

四国学院大学（香川県善通寺市） 四国学院大学専門学校（香川県三豊市）

協定校 併設校

それぞれの心に輝く　素晴らしい思い出を残そう！！ 機能的、清楚なデザインは生徒に好評‼

普通科体育コース3年生
硬式野球部
出身：北区立赤羽岩淵中学校
　　（東京都）

鈴木 颯太

想像以上の体験をしよう

全国大会のような応援のしがいがある
体育祭。見ごたえのある文化祭など、
全国各地から集まってきた仲間たちと
の交流は、想像以上の収穫があり、
自分自身の成長を感じることができま
す。クリスマスのチャペル体験や北海
道への修学旅行など、かけがえのな
い仲間たちとの思い出深い3年間が
待っています。

生徒会長　Message

全国
総合体育大会

壮行式
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