
東高５つの魅力
高松東高は、これからの新時代をより良く生きていくために、主体性があり、人間性豊かな

人材の育成を強力にサポートします。学力の向上に加え、部活動や地域と連携した

様々な取り組みの中で、創造的な問題解決能力を身につけられる体制が整っています。

新校舎が完成して7年目を迎えました。恵まれた環境の中で
人間力向上と学力向上に向けた取り組みを継続し、その結果を着実に積み上げています。
そして常に東高の魅力を発信できる学校の主役は生徒たちです。
本校の熱意溢れる教員と一緒にみなさんの夢や希望に向かって、学習や部活動、
生徒会活動や様々なボランティア活動に思いっきり取り組んでみませんか。
高松東高は、夢に向かってチャレンジする生徒を応援します。

校長 山下 達雄
チャレンジする生徒を
応援します

部活動で成長できる

１年生は全員何らかの部活動に入って活動します。
３年間部活動を続けることで人間的にも成長し、
進路希望をかなえる生徒もいます。

入部率は９０％以上

みんなが主役

体育祭や文化祭などの学校行事はもちろん、
５０年以上続く伝統行事や地域の方々とのふれあい行事など、
活躍できる場所がたくさんあります。

特色ある行事が盛りだくさん

確かな学力を身につける
人文コース、文理コースの充実
国公立大学をはじめとする難関大学等を目指す生徒の
指導体制を強化します。

多様なコース制の実施
基礎力養成から応用力錬成まで丁寧な指導を行います。

恵まれた施設・環境
施設・設備の充実 新校舎・新体育館は平成29年度に完成。

恵まれた環境で学べます。 スクールマスコット・キャラクター
ハナミズキちゃん

人間力をみがく

阿蘇富士教育
あ　そ　ふ　じ 東高では社会人としての基礎力を

身につけるために阿蘇富士教育に
取り組んでいます。

ふ  … 服装を整える じ  … 時間を守る
あ  … あいさつをする そ  … そうじをする
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音楽コース 映像メディアコース

書道コース美術コース

M e s s a g e M e s s a g e M e s s a g e

・少人数授業、学習合宿、放課後課外、大学訪問等
・文系・理系に分かれ、生徒各々の進路実現に向けた、 
 きめ細やかな指導（２・３年次）

「 文 理 コ ー ス 」

・少人数授業、学習合宿、放課後課外、大学訪問等
・文系・理系に分かれ、生徒各々の進路実現に向けた、
 きめ細やかな指導（２・３年次）

・各分野の専門授業 
 （マンツーマンに近い少人数授業：２・３年次 週６時間）
・学習成果発表（２月）（芸術コース作品展・演奏会）
・各種コンクールへの出品、イベント等への参加

・少人数や習熟度別編成授業（１年次）
・幅広い進路目標に向けた丁寧な個別指導（２年次）
・興味・関心や進路に対応した多様な選択授業（３年次）

国際情報コース  植田 健斗
大分大学 経済学部

絵を描くことが好きだった私は、東高入学
以来、映像メディアコースで学ぶことに憧
れを抱いていました。それが現実のものと
なってからは、イラストレーターを使っての
ポスター制作やＭＶ制作など、気がつけば
放課後遅くまで残って取り組むこともたび
たびありました。

もがき苦しみながらも完成度を高めていくその過程がとても楽しく、充実した2
年間でした。環境の整った映像メディアコースで、皆さんもぜひ自分のスキル
を伸ばして、進路実現に向けて頑張ってください。

総合コースでは、勉強と部活の両立を図る
ことができます。私は高校２年次に国公立
大学の進学を目標としました。総合コース
は、自分のレベルや目標に応じて勉強や部
活、行事に打ち込める環境です。３年次には
選択科目授業があるので、私は共通テスト
に必要な科目を選択しました。受験勉強の

スタートが遅く不安もありましたが、各教科の先生方が親身になって指導をし
てくださったおかげで合格することができました。皆さんも東高で勉強や部活、
行事で充実した高校生活を送りましょう。

私は2年次から国際情報コースに入りました。
馴染めるか心配でしたが、みんな明るく迎え
入れてくれました。部活動ではバレー部の部
長を務め、充実した高校生活を送りました。受
験期になるとクラス全体が自分の進路に向け
て努力する雰囲気があり、私自身ものびのび
と受験勉強に取り組むことができました。先生

方も自分たちのために進路選択のアドバイスをしてくださったり、質問に詳しく答
えてくださったりと色々動いてくださいました。みなさんも自分が努力できる、楽し
める場所で最高の高校生活を送りましょう。

芸術コース  橋本 樹奈
香川短期大学　経営情報科
デザイン・アートコース

総合コース  岡田 竜弥

岡山大学、香川大学、島根大学、鳥取大学、高知大学、徳島大学、
香川県立保健医療大学、県立広島大学、尾道市立大学、愛媛大学、周南公立大学、
高知工科大学、倉敷市立短期大学、関西大学、川崎医療福祉大学、
京都産業大学、立命館大学、近畿大学、
四国こどもとおとなの医療センター附属善通寺看護学校　など

香川大学、香川県立保健医療大学、島根県立大学、高知工科大学、
山陽小野田市立山口東京理科大学、周南公立大学、公立鳥取環境大学、三重短期大学、
大分県立芸術文化短期大学、川崎医療福祉大学、龍谷大学、京都外国語大学、松山大学、
ノートルダム清心女子大学、広島工業大学、関西学院大学、桃山学院大学、神戸学院大学、
四国こどもとおとなの医療センター附属善通寺看護学校　など

合 格 実 績 （過去3年間）

香川大学、大分県立芸術文化短期大学、京都芸術大学、大阪芸術大学、
神戸芸術工科大学、高松短期大学、香川短期大学、
専門学校穴吹デザインカレッジ　など

国公立・難関大学への合格をめざす

東高が誇る特進コース

学力向上サポート 学力向上サポート 学力向上サポート

「 人 文 コ ー ス 」

人文コース同様、国公立・難関大学への

合格をめざす進学コース

「 総 合 コ ー ス 」

２年次からのコース 音楽・美術・書道・

映像メディアの４分野から選択

技術や感性向上サポート

「 芸 術 コ ー ス 」

幅広い進路目標に対応

したコース

進学  香川大学、倉敷市立短期大学、岐阜市立女子短期大学、関西学院大学、立命館大学、
　　  武庫川女子大学、神戸学院大学、岡山理科大学、日本赤十字広島看護大学、天理大学、
　　  岡山商科大学、関西大学、川崎医療福祉大学、甲南大学、京都産業大学、甲南女子大学、
　　  ノートルダム清心女子大学、徳島文理大学、高松大学、松山大学、関西外国語大学短期大学部、
　　  四国職業能力開発大学校、四国こどもとおとなの医療センター附属善通寺看護学校　など
就職  タダノ、宮脇書店、ネッツトヨタ香川、香川三菱自動車販売、佐川急便、小野（ドリーム）、
　　  穴吹ハウジングサービス、オリエンタルモーター、かにわしタルト店、森繁　など

合 格 実 績 （過去3年間）
合 格 実 績 （過去3年間）合 格 実 績 （過去3年間）

人文
コース

文理
コース

総合
コース

人文
コース

文理
コース

総合
コース

芸術
コース

1年 2・3年
文系・理系

文系・理系

文系

音楽・美術・書道・
映像メディア

東高は、全クラス普通科の大規模な高校です。夢に向かってチャレンジする生徒を応援します。

１年次は人文・文理・総合の３コース、２年次からは４コース（９分野）から選択できます。

どのコースも、一人ひとりの個性や能力を最大限に伸ばし、進路目標を実現するための特色あるコースです。

未来を応援する
４つのコースでの学び

高知工科大学
経済・マネジメント学群

（現・文理コース）

M e s s a g e

私は２年次より人文コースに進みました。バ
ドミントン部に所属し、部活動と勉強のどち
らも目標を定めて取り組んできました。私
は数学が苦手だったのですが、人文コース
では、早い時期から演習に取りかかること
ができ、たくさん問題を解くことで、苦手を
克服することができました。進路を決定す

るにあたり、先生方は多くの情報を与えてくださったり、相談に乗ってくださっ
たりしました。人文コースでは、クラスの仲間と受験に向けて一緒に頑張ること
ができます。みなさんも東高で、自分の夢を見つけ、叶えていきませんか。

人文科学コース  大山 慎太朗
岡山大学 文学部
（現・人文コース）



みんなが輝く
部活動 !
みんなが輝く
部活動 !
運動部15、文化部12、計27の部があり、活発

に活動しています。

入部率は9割を超え、生徒会員で明るく元気な学
校づくりに取り組んでいます。

部活動を通じて自主性や協調性を身につけ、充実
した学校生活を送りましょう。

英語・家政・合唱
コンピュータ・茶華道
書道・新聞研究・吹奏楽
美術・文芸・放送
マンガ研究

文化部アーチェリー・弓道・剣道・
サッカー・新体操・ソフトボール・
卓球・テニス・ハンドボール・

バスケットボール・
バドミントン・バレーボール・

ホッケー・野球・
陸上

運動部

pick up

【R4 県選手権大会】 団体 第２位
【R4 県高校総体】  団体 第２位
【R4 四国高校選手権大会】 団体 第5位
【R4 全国高校総体】 団体 出場

新体操部
【R4 県選手権大会】 団体 第２位
【R4 県高校総体】  団体 第２位
【R4 四国高校選手権大会】 団体 第5位
【R4 全国高校総体】 団体 出場

新体操部

女子ホッケー部
【R3 四国選抜大会】 優勝
【R3 全国選抜大会】 出場

【R4 県高校総体】 優勝
【R4 四国高校選手権大会】 準優勝
【R4 全国高校総体】 出場

女子ホッケー部
【R3 四国選抜大会】 優勝
【R3 全国選抜大会】 出場

【R4 県高校総体】 優勝
【R4 四国高校選手権大会】 準優勝
【R4 全国高校総体】 出場

アーチェリー部
【R3 全国選抜大会】 男子個人 出場
【R4 県高校総体】 男子個人 第２位

【R４ 四国高校選手権大会】
 男子個人 優勝
【R４ 全国高校総体】
 男子団体、女子個人 出場

アーチェリー部
【R3 全国選抜大会】 男子個人 出場
【R4 県高校総体】 男子個人 第２位

【R４ 四国高校選手権大会】
 男子個人 優勝
【R４ 全国高校総体】
 男子団体、女子個人 出場

男子ホッケー部
【R3 県新人大会】 第２位
【R3 県選抜大会】 第２位

【R4 県高校総体】
 第３位

男子ホッケー部
【R3 県新人大会】 第２位
【R3 県選抜大会】 第２位

【R4 県高校総体】
 第３位

美術部
【R4 全国高等学校総合文化祭】 出品

美術部
【R4 全国高等学校総合文化祭】 出品

【R3 県新人大会】 男子団体 ベスト８
　　　　　　　　女子個人 第３位
【R3 県選抜】 男子団体 第３位
【R4 県高校総体】 女子団体 ベスト８
　　　　　　　　女子個人 ベスト８
【R4 四国高校選手権大会】 女子個人 出場

剣道部

【R3 県新人大会】 男子団体 ベスト８
　　　　　　　　女子個人 第３位
【R3 県選抜】 男子団体 第３位
【R4 県高校総体】 女子団体 ベスト８
　　　　　　　　女子個人 ベスト８
【R4 四国高校選手権大会】 女子個人 出場

剣道部

サッカー部
【R3 県高校サッカ－選手権
 大会県予選】 ベスト8

【R３ 県高校サッカ－新人大会】
 準優勝
【R4 県高校総体】 ベスト8

サッカー部
【R3 県高校サッカ－選手権
 大会県予選】 ベスト8

【R３ 県高校サッカ－新人大会】
 準優勝
【R4 県高校総体】 ベスト8

陸上部
【R4 県高校総体】女子 砲丸投 第２位
 女子 １００ｍ、女子４×４００ｍＲ 第４位
 女子 ２００ｍ 第5位
【R4 四国高校選手権大会】 
 女子 砲丸投、１００ｍ、２００ｍ、４×4００ｍR 出場

陸上部
【R4 県高校総体】女子 砲丸投 第２位
 女子 １００ｍ、女子４×４００ｍＲ 第４位
 女子 ２００ｍ 第5位
【R4 四国高校選手権大会】 
 女子 砲丸投、１００ｍ、２００ｍ、４×4００ｍR 出場

【R３ 県新人大会】 優勝
【R３ 全国選抜大会】 出場
【R4 県高校総体】 優勝

ソフト
ボール部

【R４ 四国高校選手権大会】
 準優勝
【R４ 全国高校総体】 出場

【R３ 県新人大会】 優勝
【R３ 全国選抜大会】 出場
【R4 県高校総体】 優勝

ソフト
ボール部

【R４ 四国高校選手権大会】
 準優勝
【R４ 全国高校総体】 出場

合唱部
【R4 全国高等学校総合文化祭】 出場
【R4 全日本合唱コンクール
 香川県大会】 銀賞
【R4 NHK全国学校音楽コンクール
 香川県大会】 銀賞

合唱部
【R4 全国高等学校総合文化祭】 出場
【R4 全日本合唱コンクール
 香川県大会】 銀賞
【R4 NHK全国学校音楽コンクール
 香川県大会】 銀賞

新聞研究部
【R3 県内高校新聞コンクール】
 最優秀賞

新聞研究部
【R3 県内高校新聞コンクール】
 最優秀賞

放送部
【R4 香川県高校放送コンテスト】
 ラジオドキュメント部門 第３位
 全国大会出場
 創作ラジオドラマ部門  第３位
 ラジオ番組部門 　　　総合準優勝

放送部
【R4 香川県高校放送コンテスト】
 ラジオドキュメント部門 第３位
 全国大会出場
 創作ラジオドラマ部門  第３位
 ラジオ番組部門 　　　総合準優勝

書道部
【R3 うどん県書道パフォーマンス大会】
 準優勝

書道部
【R3 うどん県書道パフォーマンス大会】
 準優勝

【R3 県高校選抜】 男子団体、男子個人 第２位
【R3 全国選抜大会】男子個人 出場
【R4 県高校総体】 男子団体、男子個人 優勝
【R4 四国高校選手権大会】 男子団体 優勝
【R4 全国高校総体】 男子団体、男子個人 出場

弓道部
【R3 県高校選抜】 男子団体、男子個人 第２位
【R3 全国選抜大会】男子個人 出場
【R4 県高校総体】 男子団体、男子個人 優勝
【R4 四国高校選手権大会】 男子団体 優勝
【R4 全国高校総体】 男子団体、男子個人 出場

弓道部


