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。

わたしたちの使命
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
◎全科棟に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

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

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

報を入手して活用しています。
また、幅広い相談にも対応すること

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

ができます。

集約してスリム化し、問題バンク
（

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

）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います。

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

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

環境を整えています。

で、できること
Webテスト

問題配信・宿題・小テスト・理解度調査

Webドリル

難易度・分野別に Web 検索し、
自学自習教材の活用。

学習記録

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。

教材動画

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。

メッセージ

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

アンケート作成・配信・自動集計

校内グループ

※
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。

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。

機能的、清楚なデザインのスクールウエア
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●特別進学コース

夢を確実な未来に変える「3コース」

普通科

アクティブ・ラーニングで
自ら学ぶ楽しさや手応えを感じ、
苦手意識を克服

習意欲、プレゼンテーション能力、コミュニケーション能力と
社会人として不可欠なスキルの向上にも役立ちます。英語
をツールとして国際社会で活躍し、世界平和に貢献できる
人材を目標に、ひとりひとりの可能性を大いに引き出す 3 年間
でありたいと願います。共にチャレンジしましょう！君の能力
は君が思う以上に可能性を秘めています。

特別進学コース主任
進路部長

大西 友一朗 先生

2023年度から普通科のコース名が変わります
難関大学突破を目指す

特別進学コース

普通科

運動部で技能を高めたい

スポーツコース

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

国公立大学・有名私立大学合格への強化体制
■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。
オンライン英会話、

難関大学突破を目指します。
■アクティブ・ラーニング、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。
が整っています。

Message

在校生

苦手を克服したいなら

辻松

錬

普通科 特別進学コース３年生
陸上競技部
出身：丸亀市立南中学校
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から講義型の授業ではなく、生徒同士のコミュニケーション

これにより、入学時の成績に関わらず、ひとりひとりの成績

◎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

在校生

クティブ・ラーニング」が注目されています。本校でも以前

特別進学コース

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、

キャリアコース

現場でも、「主体的・対話的で深い学び」という意味で「ア

を重視し、インプットとアウトプットのバランスを考えた指導を

外国人英語講師により、英検やGTECなどの検定対策。学習

進学・就職どちらにも対応

AI の世界でも重要とされる「アクティブ・ラーニング」。教育
アイスブレーク／一方的に講義を聴くばかりでなく、
自ら主体的に関わる時間
を設けています。店員と外国人観光客など実際の場面を想定し、
やりとりを行う
ペアワークの授業。会話力やコミュニケーション能力もアップします。

行ってきました。つまり、自分自身で考える、自分の考えを
発言して伝える、仲間と考えを共有する授業です。
が目覚ましい上昇カーブを見せてきました。最初は苦手科目
であっても、自ら学ぶ楽しさや手応えを知ることで、気付け
ば苦手という意識は消え、学習意欲がわいてきます。なかで
もアウトプットで繰り返し伝えているのが「ARE（Assertion,
Reason,Evidence）」。相手の立場を尊重しながら自分の考
えをはっきりと述べ、理由と根拠を持って説明するということ
です。特に最近は 2015 年の国連サミットで採択された持続
可能な開発目標である「SDGs」をテーマに「ARE」を展
開するなど世界的な話題も取り上げています。
こうした授業は英語力を高めるのはもちろん、自発的な学

Message

卒業生

部活動も勉強も成長を感じます

プレゼンテーション／自ら持つ英語力で相手を説得するプレゼンテーション。
英会話が上達するのはもちろんですが、
まずは自分自身の思考が深まります。
また、相手を納得させるために必要な能力や技も磨かれていきます。

Message

卒業生

現役合格を勝ち取る

Message

定期テストでも驚きの変化

小学生から陸上を始め、部活動と勉強

全国から優れた能力を持ち、夢を抱い

高校に入学してすぐは、サッカーも勉強

中学時代は英語が苦手で、定期テスト

のどちらも妥協したくなかったので、両方

ている仲間が集まってくるので、一緒に

も成 績はいまいち。それが、 集 中して

はいつも30点台でした。特進コースの

ともに打ち込める四学香川西高を選び

いるだけで学ぶことがたくさんあります。

練 習や勉 強ができる環 境があるので、

先生はスゴイという話を聞き、苦手を克

ました。 授 業は分かりやすく丁 寧で、

その上、勉強もスポーツも先生の強い

夏 休み明けには自分でも驚くほど成 績

服したいと思い四学香川西高を選びま
した。英検にチャレンジしたり、オンラ

特に英語が苦手だったのですが、今で

サポートがあるので、自分のやる気 次

が上がりました。受験ではスムーズに行

は英検準1級を目指せるまでになりまし

第で、成長を実感することができます。

くことばかりではありませんでしたが、最後

た。 苦 手 科目がある人は、ここをおす

私は時 間を有 効 利 用したかったので、

すめします。1時間かけて通学していま
すが、少し遠くてもここに来て良かった
と思っています。

吉原 琴音
普通科 特別進学コース３年生
陸上競技部
出身：丸亀市立飯山中学校

通 学 圏 内ですが寮 生 活を選びました。
目標に全力で向かえる高校生活を送っ
ています。

高崎経済大学

芝

経済学部

崇良

2021年度普通科特別進学コース卒業
男子サッカー部
出身：高知市立春野中学校
（高知県）

まで先 生が 細やかに対 応してくれて、
現役合格を勝ち取ることができました。
全てを含めて四学香川西高にして正解
でした。

京都教育大学

教育学部

塩田 美羽

2021年度普通科特別進学コース卒業
陸上競技部
出身：姫路市立安室中学校
（兵庫県）

インで外国の方と会話するなど楽しく勉
強をさせてもらい、結果、定期テストで
80点、90点台を取れるようになりまし
た。おかげで教師になる夢にぐっと近づ
きました。
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●スポーツコース●キャリアコース

夢を確実な未来に変える「3コース」

普通科

スポーツの才能を思う存分引き出す

スポーツコース

衛生看護科

役立つスキルを身に付ける

国家資格への最短コース

キャリアコース

■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

運動部での活動を学習面でも支える

資格取得のサポートと手厚い入試対策

■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

■進学・就職のどちらの進路にも柔軟に対応したコースです。

で技能を高めたい人のためのコースです。
■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。

「働くこと」への興味関心を促し、
自己実現を図ります。
■基礎学力を徹底することにより、企業で役立つ資格と社会で
役立つスキル取得を目指し、社会人力を磨きます。

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

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、

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

社会人となってからの自信にもつながります。

■高校卒業後の選択肢が豊富で、四年制大学、短大、各種専
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れます。
■学年ごとに看護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。

卒業後の進路

他分野の大学
専門学校に進学
企業等に就職

企業等に就職

し、国・数・英の3教科の学習を振り返ります。年3回の基礎学力

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

医療機関等に就職

普通科のスポーツコースとキャリアコースにマナトレ
（Benesse）
を

合、入学金免除となります。）

四国学院大学社会福祉学部に編入

基礎学力を引き上げる｢学び直し・マナトレ｣導入！

ための最短コースです。
（本校衛生看護専攻科に進学する場

看護師免許取得

かな人間性を育みます。

ます。
■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。

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

医療機関等に就職

■就職を目指す人には、徹底した面接指導や心得・マナー等豊

さらに、本校の衛生看護専攻科に進学すれば、2年間で看護

四学香川西高校衛生看護専攻科

■進学を目指す人には、多様な入試対策を行います。

医療・介護分野等で働くことが可能です。

准看護師免許取得

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

■将来のキャリア
（生き方）
を探求し、
自分の適職を考えながら

躍できる人材を育成します。
■3年間で准看護師試験の受験資格が得られます。合格後は、

四学香川西高校衛生看護科

■協力協定校である四国学院大学の出張授業や、外部講師の

看護の道へ最短距離 多彩な未来も広がる

戴帽式

在校生

佐谷野 あやめ
普通科 体育コース３年生
陸上競技部
出身：観音寺市立観音寺中学校
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Message

卒業生

Message

やらないで後悔はしたくない！

最高の仲間たちと目標達成

いろいろなスポーツで活躍している四学

四学香川西高では、全国から集まった仲

香川西高の名前は中学生の頃から知っ

間たちが、お互いに励まし合い、時には

ていました。先輩たちの活躍を見て、私も

協力し、情報交換を行いながら目標を目

やらないで後悔はしたくないと思い、四学

指していました。部活動やクラスの仲間

香川西高への進学を決めました。それぞ

たちと過ごした時間は今でも宝物です。

れ種目は違いますが、クラスメートは全

先生方は１年生の時から自分のことのよ

国大会出場など、高い目標を持った人々
ばかりです。素晴らしい指導者や選手
に囲まれて自分を磨ける高校生活は毎
日充実しています。

近畿大学

経営学部

阿河 孝樹

2021年度普通科進学総合コース卒業
陸上競技部
出身：丸亀市立飯山中学校

衛生看護科も「ICT教育」を実践！
習を深めます。

た時に、確かな資格が得られる看護師

間を活用することで、効率よく学習時

を目指そうと思いました。そして、高校か

間を確保します。

ら専門的な知識・技術が学べる四学香

准看護師試験のための学習も、
一人

川西高を選びました。卒業すると准看護

ひとりに合わせて進めることができ、

指導も細やかに行っていただけました。

つきます。

ることができました。

中学卒業後の進路が決まらず迷ってい

れに課題を出すことができ、隙間時

学習を効果的に行うサイクルが身に
■医療分野での電子カルテに対応す
る力を身につけます。

Message

着実な資格取得を目指して

■学力や理解内容に合わせ、それぞ

うに進路について考えてくださり、面接の
念願叶って推薦で現在の大学に進学す

在校生

■調べ学習や、図解・動画検索等で学

師試験が受験できます。その後は専攻

白川 琳加
衛生看護科３年生
出身：観音寺市立中部中学校

科で看護師国家試験を目指すことが出
来ます。勉強は簡単ではありませんが、
放課後の個別指導も充実しており、今、
まさに頑張っているところです。
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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

卒業生

Message

驚くほど手厚い時間外サポート

福岡県立大学

本校には、土・日・祝日、放課後など、いつでも自
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。

ひとりひとりに対応した進学・就職相談
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

2021年度
普通科 特別進学コース卒業
陸上競技部
出身：姫路市立置塩中学校
（兵庫県）

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

高大連携
協力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。

四国学院大学
（香川県善通寺市）

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。

併設校

2021年度
普通科 特別進学コース卒業
男子サッカー部
出身：大阪市立放出中学校
（大阪府）

［卒業生の進路］
最近の主な合格校
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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

2021年度
普通科 体育コース卒業
陸上競技部
出身：丸亀市立飯山中学校

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 など
【一般企業】
アオイ電子、朝日段ボール、
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、香川日野自動車、
カナエテクノス、川上板金工業所、川崎重工業、
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、
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、
新タック化成、
シンワ、瀬戸製作所、総合開発リネンサプライ、第一衛材、
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、
仁尾興産、
西日本パ
ック、
福助工業、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 、ムロオ、森下仁丹、山崎製パン、UDトラックス、吉田石油店、
レック四国工場、
Life-do.Plus、
レディ薬局 など
【病 院】石川記念Ｈ
Ｉ
ＴＯ病院、
永生病院、
回生病院、
香川井下病院、
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、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、平和病院、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、十全ユリノキ病院 など

成績を上げ続ける

成績がグンと伸びました
コロナ禍で制限が多い中、ルールを守
りながらも放課後の学校を開放してくだ
さり、受験勉強をする場を守ってくれま
した。担任の先生は休日も朝早くから
学校に来られ、質問にも丁寧に答えて
くださりました。おかげで、高３の夏休
みから成績がグﾝと伸びました。現在は
高校時代のがんばりをベースに、司法
試験を目指したいと考えています。

2021年度
普通科 特別進学コース卒業
卓球部
出身：三豊市立高瀬中学校

関西大学 法学部

ノートルダム清心女子大学

偏差値アップを目指すなら

勉強がしたくなる環境

サッカーで全国大会出場を目指し、四
学香川西高を選びました。特別進学
コースに入り、最 初の成 績は下 位。
2 年の1月から受験勉強をスタート。英
語の偏差値は 30も上がり、結果的に
受験できる大学のレベルもワンランク
上がりました。周囲のレベルが高く、
必然的に勉強に打ち込む状況を作っ
てもらったと感謝しています。

最初の模試の成績は正直言って下か
ら数えた方が早かったのですが、2 年
生の夏から勉強に打ち込み、夏休み
明けには上位に。寮のスタディルーム
や課外授業でしっかり勉強し、英語
のリスニングテストでは50点から70 点
と大幅に成績が上がりました。勉強が
したくなる環境を求めているのなら四学
香川西高がおすすめです。

森本 彩椰さん

2021年度
普通科 特別進学コース卒業
女子サッカー部
出身：岡山市立旭東中学校
（岡山県）
）

文学部

順天堂大学 スポーツ健康科学部

福岡大学 スポーツ科学部

先に世界が見える練習環境

親身になって進路を考えてくれた

陸上部に入部したくて四学香川西高
の体育コース（現在のスポーツコース）
に進学。練習環境は抜群で、特に他
では難しいタータンで練習することもで
きました。陸上に力を入れた高校生活
でしたが、先生のアドバイスやフォロー
があり、希望大学に推薦で入学するこ
とができ感謝しています。現在は、全
日本、その先は世界を目指しています。

先に入学した姉の話を聞いて、陸上部
への入部を希望。就職も視野に入れて
進学総合コース
（現在のキャリアコース）
に入学しました。最初は専門学校への
進学を考えていましたが、陸上部の顧
問の先生に薦めていただき、福岡大学
に推 薦で入 学することができました。
進学について、親身になって寄り添っ
てくださった先生方に感謝しています。

龍谷大学

2021年度
普通科 特別進学コース卒業
陸上競技部
出身：宇陀市立大宇陀中学校
（奈良県）

法学部

高校では陸上と勉強、共に全力を注
ぎました。学校は勉強のために夜遅く
まで教室を開放してくれました。先生
方はていねいに質問に答えてくれ、
いろ
いろな相 談に乗ってくださりました。
部活動では精神力が鍛えられ、その
おかげで最後まで成績を上げ続けるこ
とができました。全力で取り組める環
境が整った四学香川西高です。

鹿田 真翔さん

四国学院大学専門学校
（香川県三豊市）

《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、高崎経済大学、岡山県立大学、高知県立大学、
兵庫県立大学、福岡県立大学、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、亜細亜大学、国際医療福祉大学、
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、順天堂大学、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、
関東学院大学、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、鶴見大学、
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

関西学院大学

高城 幸芽さん

蔭藪 颯斗さん

る進路指導を実践しています。

協力協定校

人間社会学部

荒尾 奏太さん

由に使える学習室があります。こうしたスペースを利

志望校や就職先の決定は、ひとりで迷うことが多いも

君に伝えたい！ 四学香川西高の3年間

桃田 三四朗さん

2021年度
普通科 進学総合コース卒業
陸上競技部
出身：丸亀市立南中学校

先端理工学部

四国学院大学

社会学部

油谷 陽輝さん

杉本 侑也さん

自分自身のレベルが上がる

指定校選抜で有利に進学

陸上競技部は８０人もの部員がいまし
たが、皆、素晴らしいアスリートでした。
共に切磋琢磨し、自分のレベルも上
がり記録を残すことができました。寮
では仲 間や先 生 方が親身になって、
生活の指導もしてくださり、全ての体
験が今の自分につながります。進学を
希望していた先端理工学部に推薦で
入学することができ、感謝しています。

目標を高く持ち、レベルアップしたいな
ら今のスポーツコースがおすすめです。
全国から優秀な選手が集まってきます。
また部活動に打ち込めば、生涯役立
つ人間力が上がります。指定校選抜
で四 国 学 院 大 学に進 学しましたが、
小論文や面接も丁寧に指導してもらい
ました。先生方が真剣に進路を考えて
くださったことに感謝しています。

2021年度
普通科 体育コース卒業
陸上競技部
出身：三豊市立高瀬中学校
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部活動

運動部活動の実績

理想的な練習環境で、最大限、才能を伸ばす

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

茶道
華道
吹奏楽
コンピュータ技術
進学研究

（Special Study for Students）

同好会

人としての力を培う｢部活動｣。

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）

文化部

日々の活動を通して、

運動部

人間性を高め
学問とスポーツの両道を目指す

全国高等学校野球選手権大会〈甲子園〉
４回出場
（03・06・08・12年）
06年ベスト16
全国選抜高等学校野球大会〈甲子園〉
（11年）
初出場
秋季四国地区高等学校野球大会
（10年）
準優勝
秋季四国地区高等学校野球大会
（21年）
出場
春季四国地区高等学校野球大会
（11年）
優勝
春季四国地区香川県高等学校野球大会
（19年）
優勝
春季四国地区高等学校野球大会
（19年）
出場

ソフトテニス
聖歌隊
新聞
文芸
書道

●男子サッカー部

Jリーガー10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
（05・08・12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

四国高等学校総合体育大会
（16〜18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
（19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 4回出場
全日本高等学校女子サッカー選手権大会 6年連続 6回出場

●ゴルフ部

PGAプロテスト26名、
LPGAプロテスト１０名合格
全国高等学校ゴルフ選手権
（12年）
男子団体2位、
（14年）
男子個人3位、
女子個人7位
（16年）
男子個人３位、
（18年）
男子団体３位、
（21年）
男子団体優勝
国民体育大会
（12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
（13年）
男子個人５位、
（21年）
男子個人6位
四国高等学校ゴルフ選手権大会
（14・20〜22年）
男子団体優勝、
（13・15・16・17・19・20・21年）
男子個人優勝
（11〜14・16・19〜22年）
女子団体優勝、
（13・15・16・17年）
女子個人優勝

●陸上競技部

全国高等学校総合体育大会
（17年）
女子砲丸投7位
（18年）
男子400mR2位、
棒高跳8位
（19年）
男子三段跳４位
（21年）
男子走高跳2位、
100m5位、
400mR5位、
総合8位
国民体育大会（13年）
男子少年A100m３位
（18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
（19年）
男子少年共通三段跳４位、少年B100m4位、女子少年共通円盤投５位
U18陸上競技大会（13年）男子１００m優勝、400m R８位
（16年）
女子砲丸投６位
（18年）
女子ハンマー投３位、走幅跳７位
（19年）
男子砲丸投2位、ハンマー投5位、三段跳7位、女子円盤投３位、砲丸投6位
（21年）
男子300mH7位、
やり投8位
U20日本選手権
（17年）
女子砲丸投７位
（18年）
男子棒高跳７位
（19年）
女子走幅跳８位
（21年）
男子走高跳2位
男子ハンマー投優勝、棒高跳3位、砲丸投3位、走高跳5位、三段跳6位
全国高校陸上大会
（20年）
女子円盤投8位
全国高等学校選抜大会
（18年）
スプリント・
トライアスロン男子３・
６位、
女子４位
（19年）
男子砲丸投２位、
三段跳６位
日本室内陸上大会
（20年）
Ｕ２０男子三段跳６位、
Ｕ１８男子６０ｍＪＨ６位
（21年）
Ｕ２０男子６０ｍＪＨ２位、
Ｕ２０棒高跳７位
四国高等学校総合体育大会（16〜21年）
男子総合優勝5回
（17〜21年）
女子総合優勝3回
香川県高等学校総合体育大会（13年、16〜21年）男子総合優勝6回
（16〜21年）女子総合優勝5回
香川県高等学校新人大会
（12年、14〜20年）
総合優勝男子9回
（15〜21年）
総合優勝女子7回
四 国 高 校 記 録 保 持 男子４００ｍＲ
（４０秒１８）
、
1600mR
（3分14秒11）
、
ハンマー投
（６８ｍ２５）
、
棒高跳
（５ｍ２４）
香川県高校記録保持 男子100m
（10秒46）
、400m
（47秒82）
、
110mJH
（13秒82）
、
8種競技
（5486点）
女子400mR
（46秒93）
男女混合１６００ｍＲ
（３分３８秒１７）

●駅伝競技部

在校生

Message

選手としても人としても成長を
準備物があれば誰より早く動く、気付い
たことはすぐ実行など、部活動の上下関
係の中で、社会に出ても役立つ多くの
ことを学び、人間的にも成長することが
できました。練習を離れると、先生も先
輩方も本当にやさしくて、部活動以外も

霜門 瑠依
普通科 体育コース３年生
陸上競技部
出身：加西市立北条中学校
（兵庫県）

09 YONGAKU - KAGAWANISHI

勉強や進路のことなど、いろいろな相談
に乗ってくださります。理想的な練習環
境が整っている四学香川西高で悔いなく
部活動に打ち込みましょう。

全国高等学校駅伝競走大会
（04年）
男子出場
（17・18・21年）
女子出場

●女子バレー部

Vリーガー1名、V2リーガー3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
（21年）
準優勝
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
（16年）
３位
香川県高等学校総合体育大会
（21年）
準優勝
香川県高等学校総合体育大会
（15年）
ベスト4

●卓球部

全国高等学校総合体育大会
（18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
（19年）
男子団体２位・全国大会出場
（20・21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
（15・21年）
女子シングルス準優勝
（16・21年）
男子シングルス準優勝、
（18年）
男子シングルス優勝
香川県高等学校総合体育大会
（19年）
男女団体・シングルス・ダブルス優勝
（20年）
男女シングルス優勝※県総体代替大会
（21年）
男子団体優勝、
男子シングルス優勝、
男子ダブルス準優勝
女子団体準優勝、
女子シングルス準優勝、
女子ダブルス優勝
香川県高等学校新人卓球大会
（18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
（19年）
男子団体準優勝、
女子シングルス準優勝、
ダブルス優勝
（20年）
男子団体準優勝
（21年）
男子団体準優勝、
男子シングルス・男子ダブルス優勝
女子団体準優勝、
女子シングルス・ダブルス準優勝
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寮生活

施設

万全のサポートで豊かな人間性を身につける

旭寮A棟・B棟
（男子）

四学香川西高の

充実のスポーツ施設

にお答えします

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、天然芝と人工芝
の三豊市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。
2022年、
リニューアル工事実施。

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

広々とした体育館は、LED照明完備。

Q.1

Q.2

Q.3

Q.4
タルソス寮
（男子）
野球グラウンド

シオン寮
（女子）
二人部屋

野球グラウンド 雨天練習場

全ての寮はキャンパス内

Q.5

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。

プロ選手になりたいのですが…？
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。

奨学金制度を教えてください。
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。
学力奨学生・看護科奨学生･スポーツ奨学生

県外からでも入学可能ですか？
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。

どのような資格が取れますか？
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。

既存の部活動以外の
スポーツ活動もできますか？
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。

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

あなたの街も通学圏！
？

シオン寮
（女子）

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

サッカーグラウンド

四国学院大学人工芝サッカー場

三豊市緑ヶ丘サッカー場

比地グラウンド

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。

Weekly Menu
4月18日
（月）

4月19日
（火）

シオン寮中庭
（フットサル場）

寮生食事
2022年4月18日
（月）
〜24日
（日）

4月20日
（水）

4月21日
（木）

4月22日
（金）

4月23日
（土）

4月24日
（日）

ごはん
ごはん
目玉焼き
トマトオムレツ
ポークウインナー ミートボール
みそ汁
豚汁
牛乳
牛乳

ごはん
ベーコンソテー
ポテトサラダ
みそ汁
牛乳

ごはん
いわしフライ
焼きそば
みそ汁
牛乳

ごはん
ミニハンバーグ
スパゲティサラダ
みそ汁
牛乳

ごはん
豚骨ラーメン
春巻き

ごはん
ごはん
鶏肉のスタミナ丼 豚すき焼き丼
すまし汁
みそ汁

ごはん
ポークカレー
サラダ

ごはん
味噌とんかつ
スープ

ごはん
ごはん
クリームシチュー 鶏肉の生姜焼き
サラダ
ブロッコリーのピーナツ和え
みそ汁

ごはん
チキンソテー
ウインナーとキャベツの炒め物
小松菜と豚肉のクリーム煮
みそ汁

ごはん
豚肉のオイスターソース炒め
春雨の中華和え
焼肉売
スープ

ごはん
ごはん
豚肉のねぎ塩ソース焼き 鶏チリ
五目きんぴら
チンゲン菜と豚肉のソテー
菜の花のごま和え もやしの中華風ごま和え
みそ汁
スープ

朝

ごはん
サバの塩焼き
きんぴらごぼう
みそ汁
牛乳

食
昼
食

夕
食

ごはん
鶏肉のから揚げ
ほうれん草の煮びたし
かぼちゃの煮物
みそ汁

ごはん
豚肉のマスタード炒め
ナポリタン
大学芋
みそ汁

在校生

ごはん
コーンコロッケ
ツナマヨ
みそ汁
牛乳

観音寺市

Message

新居浜市

寮のメリットを感じています

西条市

四国中央市

東みよし町

三好市

徳島県

愛媛県

寮での生活に最初は不安を感じ

［学校〜JR琴平駅間にスクールバス］

ていましたが、今では自立でき、

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。

人 間 的な成 長を感じています。

ごはん
さばの味噌煮
豚肉の甘辛炒め
小松菜の磯和え
みそ汁

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･善通
坂出市
高松市
宇多津町
寺駅からはスクールバ
多度津町
スも用意されています
丸亀市 香川県
三豊市
ので、土讃線やコトデ
善通寺市
綾川町
本校
琴平町
ン沿線からも通学でき
まんのう町
ます。

寮生の食堂で朝昼晩と温かい食

四学香川西ゴルフセンター

四学香川西ゴルフセンター
（2階フロア）

事を用意してもらい、本当に感謝
しています。寮なら朝練、自主練

谷

将貴

普通科 体育コース３年生
男子サッカー部
出身：横浜市立寺尾中学校
（神奈川）

4月21日・朝食
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4月21日・昼食

4月21日・夕食

にも取り組みやすく、グラウンド
までバスでの送迎など、学校側の
バックアップも至れり尽くせり。
勉強などのサポートもあり、受験
対策もバッチリです。
体育館
（外観）

体育館
（館内）
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School Events

それぞれの心に輝く 素晴らしい思い出を残そう！
！
２０23年度（予定）

4

APRIL

5

MAY
入学式

6

JUNE

7

JULY
全国総合体育大会壮行式

8

AUGUST

9

SEPTEMBER

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

クラス、部活動の名誉をかけて全力プレー、絆が深まる
「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

四学香川西高祭

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。

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

かけがえのない君よ 共に未来の扉を開こう
四国学院大学香川西高等学校

体験入学

10

OCTOBER

11

NOVEMBER
クリスマスイルミネーション点灯式

12

DECEMBER

1

JANUARY

校長

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回オープンスクール

FEBRUARY

3

MARCH
修学旅行
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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。

創立記念日
（11日）
後期校内研究授業
クリスマス
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
クリスマス チャペル

修学旅行
（鳥取）

心に刻まれる旅物語｢修学旅行｣
生徒の意見も参考にして、安心・安全な旅行先を決定してい
ます。北海道・東京・沖縄などが人気です。見聞を広げ、クラ
スメートとのかけがえのない思い出となる修学旅行です。

在校生

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）

四学香川西高では、さまざまな行事を行

修学旅行（関東）
専攻科2次入学試験
専攻科3次入学試験
卒業試験
准看護師試験
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

Message

文化の違いを感じ
貴重な経験ができる

クラスマッチ

2

草 薙

います。生徒会が準備して行うクリスマ
ス行事もとても華やかです。例年ならば
西高祭、体育祭などの行事もとても盛り
上がります。古着を送り、発展途上国

真鍋

碧

衛生看護科３年生
生徒会副会長
出身：四国中央市立土居中学校（愛媛県）

のワクチンのために寄付したり、環境問
題に貢献したり、ボランティア活動も盛

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｢Ｖｏ
ｓｅ
ｓ
ｔ
ｉ
ｓｓ
ａ
ｌｔ
ｅ
ｒ
ｒ
ａｅ．｣（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、我々も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、豊かな人間性の醸成に寄与し、自信を持って未

んに行っています。いろいろな活動を通

来の扉を開く人材を育成する教育が信条です。かけがえ

し、貴重な経験ができます。

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。

〈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。
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。
2011年 普通科・商業科の校舎を移転する。
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
２０20年 旧校舎解体工事完了
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