
 香川県立丸亀高等学校 普通科〔全日制課程〕 
 

１ 学校基本情報 

設置学科・コース 普通科 全校生徒数 ８３６ 

住所／電話 
〒763-8512 香川県丸亀市六番丁 1番地（ＪＲ予讃線丸亀駅から約 1kｍ） 

0877-23-5248 

○特徴的な授業や取組み 

・じっくりと集中した学習をめざした６５分授業  ・生徒の学力に応じた少人数習熟度別授業。 

・丁寧で分かりやすい授業と小テストやレポートなどによる細やかなステップアップ 

・国際的に活躍できる人材の育成をめざす課題探究活動  ・ＩＣＴ機器を活用した新たな学びの実践。 

○特色ある学校行事 

斯文祭（文化祭）、津島杯（クラスマッチ）、これが丸高だ祭（部活動紹介）、寒稽古、芸術科学習成果発表

会（音楽・美術・書道）、キャンパスツアー（東京大学、東京工業大学、京都大学等）、大阪大学研究室訪問、

斯文土曜塾（難関大対策セミナー）課題探究成果発表会、修学旅行（震災、防災学習を含む）等 

○活躍が顕著な部活動（四国大会出場以上：過去３年間） 

剣道、水泳、ソフトボール、柔道、卓球、ソフトテニス、陸上、ワンダーフォーゲル、テニス、なぎなた、 

吹奏楽、放送、演劇、社会、美術、将棋 

○進路状況(令和４年３月卒業生の合格実績値〔過年度の卒業生を含む〕) 

大 学 
専門学校 

就 職 

国公立 私 立 香川県内 香川県外 

１８２(内短大０) ５０２(内短大０) ３ ０ ０ 

＜進路の特徴＞ 

「合格できる大学」ではなく「進学したい大学」を目指すことを念頭に、「第１志望はゆずらない」指導を 

展開する。 

 

２ スクール・ミッション 

国家及び社会の有為な形成者として、知・徳・体の調和のとれた、心身共に健全な人間の育成を期する 

 

３ スクール・ポリシー 

○このような生徒を求めています。 

・伝統ある自主自律の精神を自覚し実践しようとする生徒 

・高い志を立て、その実践に向け常に努力を重ねることができる生徒 

・文武において切磋琢磨し自己を高め、有為なリーダーをめざそうとする生徒 

○このような学びを行います。 

「文武両道」の高校生活を通じて、創造的な知性を育て、豊かな情操を養い、身体を鍛え「自主的・自律的」

な態度や精神を育てます。 

(1)１年次には全員がすべての教科を共通に学習し、２年次からは個々の進路や適性に応じて、文系コース、

理系コースに分かれ、進路希望の実現に必要な学力を身に付けます。 

(2)じっくりと集中した学習をめざした６５分授業を実施するとともに、部活動の時間も確保し、学業と部

活動の両立を高いレベルで実現させます。 

(3)ＩＣＴ機器を活用した新たな学びを実践し、新高等学校学習指導要領に対応した「情報活用能力の習得」､

「個別最適化された学び」を実現させます。 

○卒業までにこのような生徒を育てます。 

・自ら学び、考え、実践する態度や能力を育成します。 

・協調の精神や豊かな実践力を身に付け、社会の形成に参画し貢献する態度を育成します。 

・「社会に対する関心と深い教養」､「コミュニケーション能力」､「問題解決能力」など国際的素養を身に 

つけた生徒を育成します。 

 



 

 

    

 

2年生 

◇ 充実した学習環境：じっくりと集中した学習を行う65 分授業 

◇ 心身を鍛える部活動と活発な生徒会活動 

◇ 「第１志望はゆずらない」進路指導 

◇ 国際的に活躍できる人材を育成する課題探究活動 

◇ ＩＣＴ機器を活用した新たな学びと学習活動の一層の充実 

〇部活動、学校行事をやり遂げる。リーダ

ーとして行動し、活動目標を達成する。 

〇第 1 志望を貫く覚悟をもち、最後（国

公立後期）まで粘り強く努力する。 

〇これまでの学びをもとに生涯を通して

学び続ける姿勢を身に付け、自分の力

で未来をつかむ。 

〇各自の進路につながる文系コース

と理系コースに分かれる。 

〇中堅学年として、部活動、生徒会活

動などの中心的な役割を担い、人

間的に成長する。 

〇「3 年0 学期宣言」を行い受験勉

強を本格的にスタートさせる。 

〇入学当初の授業ガイダンスにより主

体的な学習姿勢を学ぶ。 

〇授業を中心に据えた自主的学習習慣

を身に付ける。 

〇手帳を活用したセルフマネジメント

を学び、自己管理能力を身に付ける。 

〇進路講演会や大学訪問、説明会を早い

段階から行い進路意識を明確にする。 

〇充実した学習環境：65 分授業、丁寧で分かりやすい授業、少人数習熟度授

業、職員室前自習スペース 

〇進路希望を実現できるカリキュラム（国公立大学、難関大学に対応したカリ

キュラム）と「第1 志望はゆずらない」進路指導 

〇ＩＣＴ機器を活用した学び：一人一台タブレット早期導入 

〇人間づくりを重視した部活動：入部率9 割、運動部16 部、文化部19 

〇大切に継承される伝統行事：寒稽古、斯文祭、芸術科学習成果発表会 

〇絆を深め、感動する学校行事：運動会、斯文祭、修学旅行等 

 

 

 

 

 

〇１年次：将来を見据えた職業と大学

の研究を行った後、自分の適性を確

認しながら文理選択。 

〇２年次：より詳しく大学や学部、入

試システムを研究することで、具体

的な学習に繋げる。 

〇３年次：個々の進路目標に応じた個

別指導を行い、納得いく進路の実現

を支援する。３年間を通して丁寧な

面接指導を実施。 

 

〇国際的に活躍できる人材の育成

をめざし、大学、行政、企業等と

連携し課題探究活動を実施す

る。 

〇大きな変革が予想されるこれか

らの社会で、社会のリーダーと

して貢献できる国際的素養を身

に付ける。 

丸高生を支える充実した学びの場と丸高生を育てる学校行事 

丸亀高校の

特 色 

 

課題探究活動 

3年生 

1年生 

進路指導 

丸高生の目標となる「校訓」と「校風」 

＜文武両道の学習習慣を確立する＞ 

＜丸高を支える中堅学年となる＞ 

  ＜丸高スピリットを体現する＞ 校訓「終始一誠意」 

校風「文武両道」「自主自律」 

丸高スピリット 

「始めから終わりまで事に当たって、また、人に対して、実の心すな

わち真心を以って対し、持するところの節を変えない。」 

「文武両道」の高校生活を通じて、創造的な知性を育て、豊かな情操

を養い、身体を鍛え「自主的・自律的」な態度や精神を培う。 

何事にも「誠意」をもって「文武」ともに、全力を尽くして「頑張る」精神 

 

〈スクール・ミッション〉 

国家及び社会の有為な形成者として、知・徳・体の調和のとれた、心身共に健全な人間の育成を期する 



 

丸亀高等学校 普通科〔定時制課程〕 

 

１ 学校基本情報 

設置学科・コース 普通科 全校生徒数 ４１名 
住所／電話 〒763-8512 香川県丸亀市六番丁 1番地  0877-23-5248 

○特徴的な授業や取組み 
・教員や専門スタッフによる生徒一人ひとりへの支援が充実しており、安心して学校生活をおくれる 
・柔軟なカリキュラムの選択ができるため、３年間での高校卒業が可能である 
・落ち着いて学習に取り組める環境や伝統があり､四年制大学､短期大学､専門学校等への進学をめざせる 
・社会が求める資質・能力を身につけて、自分の可能性を広げることで、積極的な進路選択ができる 
○特色ある学校行事 
斯文祭（文化祭）、津島杯（クラスマッチ）、大学・企業訪問、遠足、生活体験発表会 

○活躍が顕著な部活動 

軟式野球部、陸上競技部、卓球部、バドミントン部 

○進路状況(令和４年３月卒業生の合格実績値〔過年度の卒業生を含まない〕) 

大 学 
専門学校 

就 職 

国公立 私 立 香川県内 香川県外 

０ １(内短大０) １ ２ ０ 

＜進路の特徴＞ 

卒業生の半数以上が、四年制大学、短大、専門学校などに進学している。 

２ スクール・ミッション 

社会が求める資質・能力を身につけて、地域社会に主体的に関わり貢献できる人材を育成する。 
３ スクールポリシー 

○このような生徒を求めています。 

・これまでの学習歴にとらわれず、積極的に学習に取り組む意欲のある生徒 
・社会で必要となる力を身につけて、自分の可能性を広げたい生徒 
・自分を見つめ直し、進路を考えて、自分にあったライフスタイルを見つけたい生徒 
・他者への思いやりの心をもち、多様な仲間とともに学校生活を送りたい生徒 
○このような学びを行います。 

本校定時制が定めた「生徒に育成をめざす７つの力（読解力、論理的思考力、表現力、コミュニケーション

力、協働力、行動力・実行力、自己管理力）」を育成するため、次のことに取り組む。 

・基礎的・基本的な知識及び技能の習得とＩＣＴを活用した探究的な学び 

・多様な他者と協働する自主的、実践的な集団活動（学校行事、生徒会活動、部活動等） 

・地域の施設や産業界と連携した学習やキャリア教育 

・学習活動の目的の明確化、事後の振り返り（自己評価）を通した成長を実感できる学び 

○卒業までにこのような生徒を育てます。 

社会が求める資質・能力を身につけて、地域社会に主体的に関わり貢献できる人材を育成する。 

・主体的に学び続け、地域社会の課題の発見・解決に貢献できる生徒 

・自分の個性を伸ばし進路を切り拓いて、社会的・職業的自立ができる生徒 

・多様な他者と協働し、集団や社会に積極的に参画できる生徒 

 



４ 指導計画 

 

社会が求める資質・能力を身につけて、 

地域社会に主体的に関わり貢献できる人材を育成します！ 
 

 

 

 

 

 
・主体的に学び続け、地域社会の課題の発見・解決に貢献できる生徒を育成します 

・自分の個性を伸ばし進路を切り拓いて、社会的･職業的自立ができる生徒を育成します 

・多様な他者と協働し、集団や社会に積極的に参画できる生徒を育成します 

 

《 ７つの力の育成をめざします 》 

〇読解力：文章や資料を正確に読み取り、主張や要点を把握し、その価値や意義を説明できる 
〇論理的思考力：適切な根拠をもとにして論理的に思考し、説得力や独自性のある考えを創り

出すことができる 
〇表現力：伝えたいことを、的確で説得力のある文章で表現し、相手に分かりやすく工夫して発

表できる 

〇コミュニケーション力：相手の意見を理解し、聞き手のことを考えながら自分の意見を伝え

ることができる 

〇協働力：所属する集団のなかで、自分の役割と責任を自覚し、集団としてめざす目標の達成

にむけて活動できる 

〇行動力・実行力：自分の発言や行動に責任をもって、やるべきことを自ら見つけて主体的に

行動できる 

〇自己管理力：自分の健康状態や環境を把握し、目標や目的に基づいて計画を立て、効果的

で効率的な時間運用をすることができる 

 

・３修制、秋入学、秋卒業などの柔軟なカリキュラムで、進学、就職のどちらにも対応した学びを

実現します 
・全ての教科において、基礎的・基本的な知識及び技能の習得を大切にします 

・ＩＣＴを活用して、教科横断的、探究的な学習を積極的に取り入れます 

・学校行事、生徒会活動、部活動を意欲的に行います 

・地域の施設や産業界と連携して、実社会を意識したキャリア学習を行います 

・学習の目的を明確にして、事後の振り返りを通して成長を実感できる学びを実現します 

 

・これまでの学習歴にとらわれず、積極的に学習に取り組む意欲のある生徒 

・社会で必要となる力を身につけて、自分の可能性を広げたい生徒 

・自分を見つめ直し、進路を考えて、自分にあったライフスタイルを見つけたい生徒 

・他者への思いやりの心をもち、多様な仲間とともに学校生活を送りたい生徒 

 

 
求める 

生徒像 

 
教育課程 

編成・ 

実施 

 
 
 
 
 

育成を 

めざす 

７つの力 

めざす 

生徒像 

コミュニ
ケーショ

ン力 

論理的 
思考力 

表現力 読解力 
行動力･ 
実行力 

協働力 
自己 

管理力 



 

丸亀高等学校 普通科 〔通信制課程〕 

１ 学校基本情報 

設置学科・コース 普通科 全校生徒数 １７４名 

住所／電話 
〒763-8512 香川県丸亀市六番丁 1番地 

（0877）23-5248（代表）／（0877）23-6003（直通） 

○特徴的な授業や取組み 

通信制課程の特徴は、報告課題（レポート）と面接指導（スクーリング）を中心に学習を行うことです。配

付されたレポートを教科書・学習書を参考に作成し学習します。ＮＨＫ高校講座などの放送教育教材を利用

して学習を深めます。また、年間２５日程度の決められた日曜日のスクーリングに出席して、対面授業や学

校行事に参加します。単位制を取り入れており、３年間での高校卒業が可能です。 

○特色ある学校行事 

面接指導日には、多くの学校行事があり、学年・年齢を問わず生徒や教員が交流することができます。 

新入生歓迎行事、生活体験発表会、斯文祭（文化祭）、遠足・研修旅行、丸通レク大会 

○活躍が顕著な部活動 

部活動はありませんが、希望者は県高校定通総体（陸上競技、バドントン、卓球、柔道、バスケットボール）

に出場しています。県大会で上位の成績を収めた選手は、全国高校定通総体にも出場しています。 

○進路状況(令和４年３月卒業生の合格実績値〔過年度の卒業生を含まない〕) 

大 学 
専門学校 

就 職 

国公立 私 立 香川県内 香川県外 

   １ ７（内短大２） ６ ７ ０ 

＜進路の特徴＞ 

毎年、１０名以上が県内外の四年制大学、短大、専門学校へ進学しています。 

就職については、働きながら学んでいる生徒は在学時に就いている仕事を続けることが多く、新規に就職す

る生徒は、主に県内への事業所へ就職をしています。 

２ スクール・ミッション 

自律的な学びを通して、社会生活の基盤となる資質・能力や態度を身につけるとともに、自ら高め、自他を

尊重する心をもち、自立して社会の中で生き抜く力を育成することができる学校をめざします。 

３ スクールポリシー 

○このような生徒を求めています。 

・「高校卒業」に対する強い意志をもった生徒 

・自学自習ができ、計画的に学習に取り組める生徒 

・自他ともにその個性を大切にし、その違いを認めることができる思いやりのある生徒 

・目的意識があり、社会で必要となる力を身につけ、これからの自分の可能性を広げたい生徒 

○このような学びを行います。 

・個々の生徒にあった科目選択ができ、３年間での卒業も可能です。 

・提出されたレポートを丁寧に添削し、スクーリング時や平日においても質問を受け付け、学力の定着を図

ります。 

・高校講座などの放送教育やＩＣＴを活用し、基礎基本的な学習から探究的な学習までを効果的に行います。 

・特別活動の時間を通して生徒同士のかかわりやコミュニケーション能力の伸長を図ります。 

○卒業までにこのような生徒を育てます。 

・自学自習をとおして自主的・主体的態度を身につけ、社会で生きるために必要な能力を育てます。 

・自分を大切にするとともに他者への思いやりの心をもち、社会に適応できる能力を育てます。 



４ 指導計画 

丸亀高校通信制 指導計画 

 

スクール・ミッション 

自律的な学びを通して、社会生活の基盤となる資質・能力や態度を身につけるとと

もに、自ら高め、自他を尊重する心をもち、自立して社会の中で生き抜く力を育成す

ることができる学校をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1年次 

・自学自習の習慣を 

身につけ、レポート

を作成する力を身に

つける。 

 

・スクーリングに慣

れ、授業に積極的に

出席できるようにす

る。 

 

・学校行事に参加し

生徒同士や教員との

親交を深める。 

2年次 

・自分にあった科目

選択を行い、興味・

関心をもって、意欲

的に学習をする。 

 

・自身の適性につい

て考え、卒業後の進

路についての意識を

もつようにする。 

 

・学校行事に積極的

に参加し、協働して

活動する。 

 

3年次以降 

・明確な進路意識を

もち、自身の適性を

理解した上で進路選

択を行う。 

 

・自学自習で身につ

けた主体的に学びに

向かう力を生かし

て、生涯にわたって

学ぶ力を身につけ

る。 

 

・学校の中心として

行事を企画し運営す

るなかで人間性と社

会性を育てる。 

 

〇自学自習をと

おして自主的・主

体的態度を身に

つけ、社会で生き

るために必要な

能力をもつ生徒。 

 

 

〇自分を大切に

し、他者への思い

やりをもち、社会

に適応できる能

力のある生徒。 

 

〇強い意志をも

ち、自学自習によ

る計画的な学習

ができる生徒 

〇個性を大切に

し、違いを認め思

いやりのある生

徒 

〇目的意識があ

り、社会で必要な

力を身につけ、自

分の可能性を広

げたい生徒 


