公立高校の通学区域について
香川県
立坂出商業高等学校
所在地 〒762-0037 坂出市青葉町１番13号
(1) 公立高校の全日制課程のうち，普通科（小豆島中央高校を除く）と理数科だけが，下のように第
TEL 0877-46-5671 FAX 0877-46-4734
１学区と第２学区の２つの通学区域（学区）に分かれており，自分が住んでいる通学区域にある高
URL https://www.kagawa-edu.jp/sakash02/
校に出願しなければなりません。
ただし，高松市国分寺町，丸亀市綾歌町，綾川町に住んでいる場合は，通学区域の制限がなく，
県内のあらゆる高校に出願できます。（共通学区）
(2) 公立高校の全日制課程の普通科と理数科以外の学科，小豆島中央高校および定時制課程や通信制
課程は，通学区域に関係なく，県内すべての地域から出願することができます。
本校は，大正3年(1914年)に創設され，創立100年を超える長い歴史と輝

めざせ！商業と情報のスペシャリスト!!

かしい伝統を誇る専門高校です。卒業生は2万人を超え，県内外・各界でめ
通学区域がある公立高校全日制課程（普通科・理数科）配置図
ざましい活躍をしています。
校訓の「誠実・勤勉・礼節」のもと『商業と情報のスペシャリスト』を
めざして日々，生徒と先生がひとつになって学習や部活動，資格取得に頑 土庄町
小豆島町
張っています。
直島町
商業科は1年次，情報技術科は2年次より，生徒一人ひとりの興味・関心に応じて，コースに分かれます。少人
坂出高校
高松北高校
高松高校
高松第一高校
数授業も取り入れ，行き届いた学習ができる体制をとっており，生徒は専門科目をより深く学習しています。
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丸亀城西高校

情報技術科

宇多津町

坂出市

(国分寺町)

経済の仕組みやマナーなどのビジネスの基礎から
丸亀市
多度津町
簿記，情報処理などの専門的な分野に至るまで幅
善通寺市
綾川町
広く知識や技術を身に付けることができます。
高瀬高校
琴平町
体験学習や資格取得を通してビジネス社会の即戦
まんのう町
力となる人材の育成と国公立大学等への進学や事
観音寺第一高校
三豊市
務系就職等をめざします。
観音寺市
《取得をめざす資格・検定》
琴平高校
簿記 珠算・電卓 情報処理 商業経済
善通寺第一高校
ビジネス文書 英語 会計実務 硬筆
漢字能力 秘書技能 IT パスポート
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津田高校
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専門教科「情報」に関する幅広い基礎的な知識や技
さぬき市
三本松高校
術を習得します。座学だけではなく，実習や課題研
三木町
究を通して，IT 社会の即戦力となる実践力・問題解
東かがわ市
決能力等を育成し，国公立大学等への進学や IT 関
係企業への就職をめざします。
高松桜井高校
《取得をめざす資格・検定》
高松南高校
基本情報技術者 IT パスポート
香川中央高校
情報セキュリティマネジメント 情報処理
パソコン利用技術 情報技術 色彩 英語
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情報システム
：網掛け部分は共通学区
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総合コース
会計ビジネスコース
(就職，大学，短大，専門学校)
(大学，公務員，事務系就職)
●公立高校全日制課程の通学区域
経済・会計・情報の各分野
会計分野と英語の学習に力
を幅広く学習し，総合的な
知識・資格を生かした進
第１学区
学，就職をめざします。

高松東高校

高松西高校

丸亀高校

デジタルクリエイトコース
(情報デザイン系への進学)

システムコース
( 情報工学系への進学)

コンピュータデザインや
システム開発，ハードウェ
出願できる高校
を入れ，専門的な知識・上
3DCG，動画・画像編集など
アやプログラム言語，ネッ
級資格を生かした進学，就
第１学区の普通科・理数科
（小豆島中央高校を除く）
を学びます。
トワークなどを学びます。
職をめざします。
三本松高校 津田高校 高松高校 高松東高校
高松南高校 高松西高校 高松北高校
香川中央高校 高松桜井高校 高松第一高校

高松市
(国分寺町を除く)
小豆郡 東かがわ市
全県から出願できる学科
さぬき市 木田郡
商業科
小豆島中央高校（普通）
石田高校(農業･家庭)
最先端の情報技術で活躍！
香川郡
さかいでブランドに認定！

情報技術科

志度高校(工業･商業)
課題研究等における商品開発

三木高校(文理･総合)
※共通学区
全国高校生 AI プログラミングコンテスト
高松工芸高校(工業･美術)
高松商業高校(商業･外国語･情報)
高松市国分寺町
かがわツーリズム VR コンテスト
3 年次の「課題研究」などの授業では,地元企業と協
高松南高校(農業･家庭･看護･福祉) 農業経営高校(農業)
丸亀市綾歌町
力して商品開発にも取り組んでいます。地域の特産品
3
年次の課題研究の中で AI（人工知能）プログラミ
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綾川町
を使って完成した商品は，
「さかいでブランド」に認
ングに取り組み，全国高校生
AI プログラミングコン
坂出工業高校(工業)
飯山高校(看護･総合)
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善通寺第一高校(工業)
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定され,高松のイベントでも販売しました。
テストで活躍しました。また，
丸亀市
笠田高校(農業･家庭)
観音寺総合高校(工業・総合)
かがわツーリズム VR コンテスト
高松第一高校(音楽)
(綾歌町を除く)

坂出市 宇多津町
仲多度郡 善通寺市
三豊市 観音寺市
高松商店街での販売

において観光 PR 用の 360 度見渡

第２学区の普通科・理数科
すことができる VR 動画を制作し，

坂出高校
琴平高校

丸亀高校
高瀬高校

丸亀城西高校 善通寺第一高校
優秀賞を受賞しました。
観音寺第一高校

全国高校生 AI プログ
ラミングコンテスト

そるとろプリン

●公立高校定時制課程・通信制課程･･･････全県から出願できる
※共通学区･･･通学区域の制限がなく，県内のあらゆる高校に出願できる区域
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進 路

進学や就職に幅広く対応。坂商ブランドの強み！！

専門の資格を生かして，
国公立大学や難関私立大学への進学が可能

公務員・事務職へ多数就職
（令和２年度本校県内求人倍率 7.4 倍）

香川大学 高知大学 島根大学 高知工科大学 法政大学
専修大学 明治大学 神奈川大学 愛知工業大学 中京大学
龍谷大学 関西大学 関西福祉大学 近畿大学 京都外国語
大学 大阪経済大学 大阪商業大学 甲南大学 神戸学院大
学 岡山商科大学 就実大学 広島修道大学 福岡大学

香川県警 大阪府警 自衛隊 ｱｵｲ電子 朝日ｽﾁｰﾙ工業
ｱﾑﾛﾝ 一鶴 ｵﾘｴﾝﾀﾙﾓｰﾀｰ 香川銀行 香川県農協 川崎重
工業 川西水道機器 坂出 LNG 佐川急便 四国ｱﾙﾌﾚｯｻ
四変ﾃｯｸ 四国計測工業 JR 四国ﾎﾃﾙｽﾞ高松三越 ﾃﾞﾝﾛ
ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 日東河川工業 日本郵便 三菱ｹﾐｶﾙ 三谷総
合会計事務所 ﾔﾏﾄ運輸 ﾗｲｵﾝｹﾐｶﾙ ﾚｸｻﾞﾑ YKKAP など

松山大学 四国学院大学 高松大学 徳島文理大学 など

（進学・就職ともに過去 3 年間の実績）

セ キ レ

坂商だからできる充実の学校行事

本校では，校訓の「誠実・勤勉・礼節」の頭文字を取って名付けた
販売実習「セキレ」を 1994 年から毎年 12 月に開催しています。1 年次
からビジネスマナーを身に付け，販売商品を地元坂出市内の事業者か
ら仕入れたり，
「課題研究」の授業で地域の特産物を使った商品開発を
行うなど，地域活性化に貢献できるように工夫しています。

部 活 動

県下トップクラスの活発な部活動

○ 運動部 … 野球，女子バレーボール（全国大会出場），バスケットボール
陸上競技（四国大会出場），剣道，弓道，テニス，女子ソフトテニス
サッカー(県大会準優勝), 女子ソフトボール
女子バドミントン，ボート(全国２位），ダンス同好会
○ 文化部 … ビジネススキル｛簿記，ワープロ（全国３位），珠算・電卓，
コンピュータ(県大会優勝)｝，美術，ＥＳＳ，書道，茶華道，応援
吹奏楽，ブルースカイ，ジャーナル研究｛放送・新聞・写真｝
陸上競技部
（香川県陸上競技選手権２位 他）

サッカー部
（全国高校サッカー選手権県大会準優勝)

全国大会 初出場！

ボート部
（全国総体代替大会男子 SS 準優勝）

バレーボール部

昨年度，第７３回全日本バレーボール高等学校選手権大会
香川県代表決定戦で優勝し，１月に東京体育館で行われた全
国大会（春の高校バレー）に初出場を果たしました。昨年度
は，練習試合等も制限されるなど調整が難しい部分もありま
したが，監督の教えを大切にし，全員でひたむきに練習に取
び の 成 果
り組んだ結果だと思っています。
今回は初戦敗退という結果で
したが，これからも全国大会に
続けて出場し，全国の舞台で勝
つことをめざして，日々練習に
励んでいきたいと思います。
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茶華道部
（全国高校生花いけバトル県大会）

最優秀賞 受賞！
かがわの高校生地域創生ビジネスアイデアコンテスト

観光で坂出市を活性化
～インバウンドからマイクロツーリズムへ～

課題研究の授業等で，
地域を活性化するため
に，瀬戸芸のボランティ
ア活動，高松駅等でのア
ンケート調査，観光地
（坂出の島々）やゲスト
ハウスの巡検等研究を行
いました。今後も，坂出
市の島々の研究や次の瀬
戸内芸術祭に向けての取
り組みなど継続的に研究
を続けていきます。

