


Chidori Evolution 伝統と革新、進化する千鳥！
変化の激しいこれからの社会で活躍できる人材育成を目指して、戦後最大規模の教育改革が始まろうとしています。
笠岡高校では、伝統の教育を大切に継承しながらも、時代の流れをとらえた新しい取り組みに挑戦し、
さらに魅力ある新しい形の普通科進学校へと進化していきます。

新カリキュラムスタート！
笠岡高校では、新しい大学入試に対応し、変化の激しいこれからの時代に自らの人生と社会の未来を拓く人間を育てるため、
2019年度入学生から新しいカリキュラムをスタートさせます。

１　新しい大学入試に対応する本校独自の教科・科目
　　　使える英語力を目指して４技能取得を求める英語改革、知識を活用する力も評価する大学入試改革。
　　　本校は独自の教科・科目でいち早く対応していきます。

２　生徒一人ひとりの学習進度に応じたきめ細かく丁寧な授業
　　　個々の力に応じた少人数授業によるきめ細かく丁寧な授業で、一人ひとりの学力を伸ばします。
　　　一人ひとりの生徒に向き合い、本気で学びたい気持ちに応えます。
　　　　国語、数学、英語、理科において「標準」「発展」を選択（１～３年次）

３　進路に応じた多彩な選択科目
　　　将来の進路を見据えた科目を選択し、主体的な学習を行うことが可能です。
　　　　・２学期制を生かした半期集中科目（３年次後期）
　　　　　難関大学を目指して高度な内容を学習する発展的講座も開設します。
　　　　　「国語特講」、「数学特講」、「英語研究」、
　　　　　「小論文精講」、「コミュニケーション精講」等
　　　　・芸術系や体育系、生活系等を目指す生徒のための専門科目等（２・３年次）
　　　　　素描、音楽理論、スポーツⅠ、フードデザイン、子どもの発達と保育等

４　社会とつながる学校外の学修
　　　校外にとびだし、社会とつながり、学びを開きます。
　　　　・海外語学研修における学修の単位認定等

学校設定教科「探究」（２・３年次）
得た知識・技能を活用し、思考・判断・表現力を伸ばします

学校設定科目「人文社会探究」
「読む」、「議論する」、「書く」の
探究サイクルで、現代社会の諸問
題を深く学びます。

学校設定科目「自然科学探究」
「課題設定」、「観察・実験」、「成
果発表」の探究サイクルで、自然
科学の諸問題を深く学びます。

集中的に英語のアウトプット活動の
場面を設定し、グローバル化に対応
した英語運用能力、英語コミュニ
ケーション能力を養成します。

学校設定科目「Global English」
（１～３年次）



網掛けは、習熟度別少人数授業

確かな学力を身につける Academic Ability
　■ 魅力ある授業
　　・�千鳥型学習指導のスタンダードに基づく生徒が主体の授業で、
　　　深い学びに誘い、新しい大学入試にも対応します。
　　・授業スタンダード「目標提示→主体的活動→振り返り」で、
　　　毎日の授業を充実した１時間へ。
　　・多くの授業でアクティブ・ラーニングを導入し、
　　　全教室にパソコン、プロジェクター完備で、�ICTを活用した
　　　新しい学びにも挑戦しています。

　■ 自主的・自律的な学習の支援
　　・放課後教科カウンセリングの充実　　親身な指導で、わかるまで教えます。
　　・個別ブース完備の自習室２室　　自ら学ぶ環境で、放課後の学習が充実します。
　　・長期休業中の千鳥学習マラソン　　仲間と切磋琢磨しながら、集中して学びます。
　　・難関大学合同学習合宿、岡山大学合同学習合宿
　　　県内外の高い志を持つ他校生と共に学び、学力の向上を図ります。
　　・土曜日学校開放
　　　年間18回、土曜日の午前中に希望制講座と自習室開放を行っています。
　　　定期考査前には質問ブースが設けられ、大学生の先輩がチューターとして
　　　一人ひとりの質問に答えてくれます。

■ 千鳥の未来開拓型カリキュラム（予定）

進学重視型単位制課程を導入し、生徒一人ひとりの進路希望・興味・関心等に応じた多彩な教科・科目を設定します。
個に応じた課程で、学力をしっかり伸ばします。
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●音楽理論
●素描　　等

●子どもの発達と保育
●芸術Ⅱ　　等

　　　　　　　　　　　　　　　　◆は、学校設定科目（探究は学校設定教科）
　　　　　　　　　　　　　　　　●は、専門科目� ※GE：グローバル・イングリッシュ



社会的課題に対する
知識・理解

思考力・創造力
表現・発信力
協働する力
計画・実行力

挑戦する力
社会参画力

キャリアプランニング能力

未来開拓力未来開拓力

未来を考える Career Guidance
総合的な学習の時間ＡＣＴ

一人ひとりが主体的に（Active）、じっくりと考え（Thinking）、
自分らしく創造（Creative）する時間です。
さまざまな体験をとおして、高校での学習が大学や社会で
将来どのように生かされていくかを知ることができます。
また、教科・科目で学んだ知識を関連づけ活用し、課題を
発見・解決するなど、自らの人生と社会の未来を拓く力
（未来開拓力）を身につけます。

■ キャリア探究　　自らの人生を考える

■ 課題探究　　社会の未来を考える

志を育むキャリア教育で
未来を拓く！

課題を発見・解決する

学びを人生や社会に生かす

生きて働く知識・技能を
身につける

社会と自らの生き方を関連づけて考え、主体的に自身の進路を拓く学び

教科・科目で学んだ知識を関連づけて活用する教科横断的な学び

Pick up Pick up

地域学 テーマ探究笠岡（ローカル）を考える 笠岡から世界（グローカル）を考える
地域を知る→地域を創る
グループ学習を中心として、地域の課題を発見、解決策を探
究し、笠岡市に提案する調査探究学習

地域から世界を知る→社会の変化に対応する　
個人の活動を中心として、自ら問いや仮説を立て、研究を通して考察し、
論文を作成する調査探究学習

高校入門講座　大学リサーチ　広大訪問　企業訪問　大学出張セミナー　大学・学部・学科リサーチ　学びの計画書

地域学　意見文・小論文作成　テーマ探究



過去３年間の進学実績　それぞれの夢の実現

大人になったとき、君はどんな道を歩んでいるんだろう。
笠岡高校では、高校３年間でやりたいことをじっくりと考え、どんな道にでも進むことができます。
千鳥には、自らの人生や社会の未来について考えるプログラムがあり、将来を考えることができます。

■ ３年間を見通した進路指導プログラム
　・進路シラバスを活用した３年間を見通した体系的指導
　　早期の目標決定による進路実現をサポートします。

■ 志を育む多彩な進路行事
　・多彩な進路行事により、志をはぐくみ、仲間と切磋琢磨しあう関係を築きます。
　　進路講演会、小論文講演会、医療系ガイダンス、難関校ガイダンス、修学旅行キャリア研修
　　夢ナビライブ、難関大学訪問、東大ＯＣ参加ツアー

■ きめ細かな個別指導
　・年間５回の個人面談で丁寧なサポート
　　じっくりと進路や学校生活についての相談ができます。
　・マンツーマンでアドバイスが受けられる小論文・面接指導システム
　　大学入試に対応した個別添削指導等、進学対策が充実しています。

自分を知り、
社会を知る

自分と社会との
関わりを考える

自分の進路を
拓く

１年次 ２年次 ３年次

国立大学合格状況 公立大学合格状況 私立大学合格状況
入試年度

大学名 30 29 28 入試年度
大学名 30 29 28 入試年度

大学名 30 29 28 入試年度
大学名 30 29 28

北海道 2 1 九州 2 2 千葉保健医療 1 早稲田 2 3 1
室蘭工業 1 1 九州工業 2 5 1 静岡県立 1 慶應義塾 1 2 1
山形 1 1 佐賀 1 滋賀県立 1 上智 1
筑波 1 長崎 1 福知山公立 1 2 明治 1
東京 1 1 大分 1 大阪市立 1 青山学院 1
東京海洋 1 宮崎 1 大阪府立 1 1 2 立教 2
東京学芸 1 琉球 1 兵庫県立 2 3 中央 6
東京工業 1 国立大合計 75 65 60 神戸市外国語 1 法政 2 4
富山 2 和歌山県立医科 1 東京理科 2 1 1
金沢 1 国公立大学医歯薬合格状況 公立鳥取環境 2 2 東京農業 1
信州 1 1 入試年度

学部学科名 30 29 28 新見公立 1 東京女子 2
名古屋 1 岡山県立 7 9 7 日本女子 1
名古屋工業 1 医学部医学科 1 2 1 尾道市立 7 4 4 同志社 6 3 11
滋賀 1 歯学部歯学科 県立広島 2 1 3 立命館 15 6 17
京都 3 1 1 薬学部 1 3 広島市立 1 関西 2 15 4
京都工芸繊維 1 医・歯・薬学部合計 2 5 1 福山市立 3 3 3 関西学院 7 6 10
大阪 2 1 1 下関市立 2 2 3 京都産業 10 7 15
神戸 2 山口県立 1 1 龍谷 3 1 10
奈良女子 1 山口東京理科 3 1 近畿 8 9 6
和歌山 1 愛媛県立医療技術 1 甲南 1 2 3
鳥取 3 4 3 高知県立 2 2 1 京都外国語 1
島根 1 3 1 高知工科 2 2 3 関西外国語 1 2
岡山 13 19 14 北九州市立 2 2 ノートルダム清心女子 30 33 35
広島 3 3 5 福岡県立 1 就実 29 30 24
山口 7 4 6 公立大学合計 39 31 38 岡山理科 26 48 28
徳島 6 2 6 川崎医療福祉 30 34 23
香川 13 6 8 国公立大学合計 114 96 98 私立大学合計 39 31 38
愛媛 5 7 4 国公立大学現役内数 104 82 94
高知 1 1 卒業生数 186 193 198 ※合格者数には既卒生を含む



私が千鳥を選んだ理由

在校生message 在校生message

地域学ACTデー

学問への意識を高め、
自身の意識改革を図る

地域との連携をとおして
自分を知り、社会を知る

２年　藤井 友喜
（里庄中出身）

２年　藤谷 春希
（小北中出身）

ACT デーは、一言で言うと、「大学
版体験入学」です。実際に大学を訪
問し、学部ごとに模擬授業を受けま
す。早い段階で、自分の興味をもつ
分野に対して理解を深めることを目
的としています。私たちの学年は広
島大学を訪れ、私は理学部を選択し
ました。実際に研究室に入って、発
展的な内容の講義を体験できました。
今まで大学の講義を受けたことがな
く、初めての経験だったので、とて

地域学は私たちの学年から新たに始
まった半年にわたる探究活動です。
笠岡市の現状を分析し、市が抱える
問題点やそれに対しての提案を、市
役所の職員の方をはじめとする地域
の方や福山市立大学の先生方のご指
導の下行いました。私たちの班は環
境問題について取り組みました。市
役所の方や漁協の方にお話を伺うと、
自分が住んでいる町でも知らないこ
とが多く新たな気づきがたくさんあ

も有意義な時間になりました。また、
「大学での学問」はどのようなもの
なのかを知ることができ、そのほと
んどは、高校で学習する内容が基礎
となっていることもわかりました。
大学訪問を通して、自分の進路への
実感がわき、進路選択についてより
幅広くより詳しく調べてみようと思
いました。

りました。より良い笠岡市にするた
めの対策案を考えるにあたり、私た
ちは実現性と地域との連携を重視し
ました。グループで活動していく中
で、さまざまな人の意見や考え方を
知り、たくさんの発見がありました。
私たちが住んでいる笠岡市が住みや
すく、活発な町になってほしいと思
います。



The reason why I chose Chidori

卒業生message 卒業生message

充実した学習環境 信頼できる先生や仲間たち

淺野 達彦 荒川 結衣

京都大学法学部　合格 香川大学医学部医学科　合格

（矢掛中出身） （井原中出身）

私が志望大学を決定したのは２年生
の初めでした。とはいっても、２年
生までの間は何か特別な勉強をして
いたわけではありません。ただ、一
つ自信を持って言えるのは日々の授
業の予習や課題は確実にこなし、授
業で得られる知識はできる限り吸収
しようとしていたことです。受験を
終えた今、合格できた要因を挙げる
とすればこれにつきると思います。
笠岡高校には、この日々の学習を充

私は３年間バスケットボール部で活
動しながら、学校での授業を大切に
勉強に取り組みました。週末に課題
と、翌週１週間分の授業の予習をし、
平日は授業の復習に集中するという
スタイルに徹しました。私はこうす
ることで、授業での理解度が高めら
れました。千鳥には、辛い時期も互
いに支え合える仲間、勉強と部活の
両立を目指す刺激ある雰囲気があり
ます。そしてとりわけ千鳥の魅力だ

実させられる環境が揃っています。
手軽に静かな環境で勉強ができる自
習室と、いつでも必要なときに勉強
や進路について教授して下さる先生
方です。あとは各々の気持ちの強さ
次第である程度の目標は叶えられる
と思います。ぜひ、笠岡高校で自分
の目標に向かって努力してみて下さ
い。

と私が思っていることは先生方の指
導です。工夫を凝らした面白くわか
りやすい授業、生徒一人ひとりに合
わせた学習指導や進路指導をしてく
ださいます。職員室に行くと、多く
の先生が声をかけてくださり、いつ
質問しても笑顔で丁寧に教えてくだ
さいます。高校生活に不安も多いと
思いますが、信頼できる先生方や仲
間とともに一歩一歩、歩んでいって
ください。



輝く自分を見つける School Life

入学前　小中学校との連携
　・千鳥ゼミ　小中学生対象の学習支援
　・公開千鳥ラボ　中学生対象の科学実験教室
　・出前講座��高校の授業を中学へ

入学後　初期指導・ガイダンスの充実
　・新入生歓迎行事・仲間作りＬＨＲ
　・学習方法体験セミナー　学習ガイダンスで高校の学習へ
　・千鳥スターティングプログラム　新しい仲間ができる１日

April4 May5 June6 July7 August8 September9
入学式
新入生歓迎行事
学習方法体験セミナー
千鳥スターティングプログラム
生徒会前期役員選挙

生徒総会
PTA総会
学年懇談会
考査前質問教室
中間考査
土曜日学校開放スタート

春季球技大会
芸術鑑賞
修学旅行
千鳥ボランティアの日
考査前質問教室

期末考査
合同保護者会（３年）
保護者懇談会
オープンスクール・デー
千鳥ゼミ
公開千鳥ラボ
夏季補習授業

短期海外語学研修
（フィリピンセブ島）
千鳥学習マラソン

千鳥祭（文化祭・体育大会）
広島大学訪問（１年）
進路講演会（２年）
オープンスクール・デー
（授業公開）

Pick up

Pick up Pick up

小中高接続プログラム

グローバルへ視野を広げる サイエンスに挑戦

支え、励まし、共に成長する

短期海外語学研修 千鳥ラボ

高校生活への不安がある人も安心です。
千鳥ではスムーズに高校生活が始められるよう、さまざまな取り組みで皆さんをサポートしています。

夏休みに希望者による短期海
外語学研修を実施しています。
平成29年度からはフィリピ
ンセブ島へ。異文化圏で英語
漬けの環境にチャレンジ。
グローバルに活躍できる人材
への第一歩を踏み出します。

「教科書から飛びだそう！」
をテーマに、希望者による理
科実験教室を実施しています。
本物を見て、触って、感動し
て、楽しみながら、課題を発
見・解決する主体的な学習態
度を身につけます。



３年間の高校生活で、君は何を見つけるだろう。何を得るだろう。
千鳥には、さまざまな学ぶ機会・磨く機会・楽しむ機会があります。
経験する全てが糧となり、主体性や挑戦する力を身につけます。

Octorber10 November11 December12 January1 February2 March3
考査前質問教室
中間考査
大学出張セミナー
千鳥ボランティアの日
生徒会後期役員選挙
合同保護者会（1・２年）
学校説明会

秋季球技大会
考査前質問教室
学校説明会

期末考査
冬季補習授業
千鳥ゼミ
保護者懇談会
地域学発表会（１年）

大学入試センター試験 考査前質問教室
学年末考査
大学入試個別試験

卒業式
入学予定者招集日
春季補習授業
企業訪問（１年）

WINTER SUMMER

FLEX：Spring ＆ Autumn

受け継ぐ伝統、はばたく未来
千鳥の精神（こころ）をカタチに

笠岡高校の伝統的な生徒像に合い、さらに未来を開拓する力に溢れ
る新制服です。
笠岡にあって笠岡に愛される、新しい千鳥生はかっこよくて、美し
い。そんな思いを凝縮したスタイルです。

Dignity ＆ Diversity　品格と多様性

笠岡高校は全教室にエアコンを設置していますが、個人によって気
温の感じ方はさまざまです。フレックス期間には、皆さんが自ら考
え主体的に自分の体調を管理し、自分の好みで制服を着こなすこと
ができます。さらに夏服、冬服の組み合わせも自由です。

千鳥 New School Uniform
　凛・千鳥スタイル



集いて、励みて、鍛えて School Events

千鳥最大のイベント　千鳥祭
学年を越えて一致団結！千鳥がひとつに！
学年割りのブロックに分かれ、他学年と力を合わせ優勝を目指します。

千鳥にはここでしか体験できない多くのイベントがあります
多くは生徒が中心となって運営する主体的な活動です。
仲間と集い、励み、鍛える３年間で絆を深め、大きく成長します。

■ 文化祭

■ 体育大会

伝統の生徒会活動

１年生は展示、２年生はステージ発表、３年生は合唱で
部門優勝を競います。
文化部は日頃の活動の成果を披露します。

ブロック毎に、競技や応援で優勝を競います。
伝統の応援合戦は、千鳥祭の華です。

笠岡高校の生徒会は、全校生徒から選ばれた役員を中心に、生徒の手による生徒のための新入生歓迎行
事をはじめ、球技大会、千鳥祭など、１年間をとおしてさまざまな学校行事を企画・運営しています。
より充実した快適な学校生活を実現するため、生徒自身の力で取り組む生徒会活動が先輩から後輩へと
受け継がれています。

生徒会長message

3年間しかない高校生活を笠岡高校で過ごしませんか

２年　光田　祐太
生徒会長

（高屋中出身）

笠岡高校では球技大会や新入生歓迎イベントなどさまざまな生徒会行
事があります。その中でも生徒が最も楽しみにしている行事は千鳥祭
です。千鳥生全員が縦割りのブロックに分かれ、千鳥祭総合優勝をめ
ざして団結するので、日常では体験することのできない一体感と達成
感を味わうことができます。千鳥祭のほかにも、生徒が主体となって
笠岡高校や学校周辺を清掃する「千鳥ボランティア」や「千鳥をきれ

いにする会」という活動も年に数回行っています。
また、千鳥生の約９割が部活動に加入しています。学年の枠を越え、
互いに切磋琢磨しながら夢中になることを共有する時間は、高校生活
を有意義に過ごすために欠かせないものの一つです。笠岡高校では、
さまざまな生徒会経験ができ多くの知識を得ることができます。たっ
た3年間しかない高校生活をこの笠岡高校で一緒に過ごしてみませんか。



文武一道を目指して Club Activities
「文武一道」とは、学問も武道も突き詰めていくと行き着く境地が同じであるという考え方。
学習と部活動との高いレベルでの両立が、社会で活躍するための礎になります。
学習と部活動をがんばるのが千鳥。夢中になれるものが、ここにあります。

運動部
・バレーボール
・ハンドボール
・バスケットボール
・卓球
・陸上競技
・バドミントン
・ソフトテニス
・ソフトボール
・サッカー
・山岳
・剣道

文化部
・邦楽
・文芸
・物理
・美術
・生活科学
・茶華道
・書道
・吹奏楽
・英語
・総務

主な活動実績（運動部）
〇卓球部
　岡山県高校卓球新人大会　女子団体ベスト８（H29）
　岡山県高校秋季大会　女子団体７位（H29）
〇陸上部
　インターハイ　男子やり投出場（Ｈ29）
　中国高校陸上競技大会　�男子やり投５位・女子円盤投・女子砲丸投・

女子７種競技出場（H29）
　　　　　　〃　　　　　女子走幅跳・女子やり投出場（H28）
　　　　　　〃　　　　　男子７種競技７位（H27）
　中国高校新人陸上競技大会　男子400mH７位・女子円盤投５位（H28）
　　　　　　〃　　　　　　　男子やり投７位・女子円盤投８位（H27）
　中国高校駅伝大会　女子出場（H28)
〇ソフトボール部
　岡山県高校秋季大会　ベスト８（H27）
〇山岳部
　中国高校登山大会　ベスト８（H28）
　秋季登山大会　踏査女子１位（H28）・女子総合２位（H28）
〇剣道部
　中国高校剣道大会　男子個人出場（H27）

主な活動実績（文化部）
〇邦楽部
　岡山県高校総合文化祭　優良賞（H29・H28・H27）
〇文芸部
　全国高校総合文化祭　優良賞（H27）
〇物理部
　ロボコン　アイデア賞（H28）
〇美術部
　高梁川流域高校生絵画展　特選（H29・H28・H27）
　高校生美術コンクール　金賞（H29・H28・H27）
　岡山県教育カレンダー　特選
〇書道部
　全国高校総合文化祭出場（H29）
　�全国高校書道展　推薦賞（H28）・特選（H29・H28・H27）
　書道パフォーマンス
〇吹奏楽部
　定期演奏会
　�岡山県吹奏楽コンクール　A部門　銀賞（H29・H28・H27）

在校生message

２年　高田　朋幸 ２年　黒崎　美鈴
ソフトテニス部 吹奏楽部

（大島中出身） （芳井中出身）

ソフトテニス部は、先輩・後輩の仲が良く、
日々楽しく部活動をやっています。ソフトテ
ニスは常に頭を使い、戦況を冷静に見極める
幅広い視野が必要です。また、お互いが信頼
しなければ勝てない競技です。このことから、
ソフトテニスは冷静な判断能力、仲間との絆
をはぐくむことができます。互いに鍛え合い、
充実した生活を過ごしています。

私は吹奏楽部に所属しています。吹奏楽部は
「ホップ・ステップ・ミュージック♪」をモッ
トーに定期演奏会、コンクールをはじめ、い
ろいろな本番に向け毎日練習に励んでいます。
部活動を通し、多くの仲間たちや先生と出会
い、ともに息を合わせて演奏したり、勉強の
ことでアドバイスをし合ったりなど、充実し
た時間を過ごすことができます。

２年　吉武　聖利望
ソフトボール部

（木之子中出身）

私はソフトボール部に所属しています。ソフ
トボール部は、技術向上のために仲良く楽し
く、お互いに気づいたことを教え合いながら、
日々の練習に励んでいます。わたしは部活動
を通して、助け合うことの大切さを改めて感
じました。ソフトボールはチームスポーツな
ので、仲間と関わっていく中で、たくさんの
ことを学ぶことができます。

２年　島田　歩実
卓球部

（神島外中出身）

私は卓球部に所属し、日々練習に励んでいま
す。卓球部は男女の仲が良いだけではなく、
ときには勝負に対する厳しさを持ち合わせ、
メリハリをつけて練習に取り組んでいます。
中国大会出場という目標を持ち、仲間と高め
合う中で自己の能力を発揮する力や忍耐力を
身につけることができています。



千鳥は私の母校です Messages From OB・OG

岡山大学工学部 川井佑華
（金浦中出身）

　千鳥は、目標に向かって全力で取り組むこと
ができる環境が整っており、自分の力を伸ばす
ことができます。私は、ともに頑張ってくれる
仲間や先生がいたからこそ、勉強も部活動も全
力で頑張ることができました。千鳥で過ごした
３年間は、私にとってかけがえのないものにな
りました。皆さんもぜひ、千鳥で充実した高校
生活を送ってください！

岡山大学 遠藤愛実
グローバルディスカバリーコース （鴨方中出身）

　千鳥は勉強のイメージが強いかもしれません
が、勉強だけではありません。部活動も盛んに
行われており、千鳥祭などの行事は最高に盛り
上がります。千鳥は何事も全力で頑張れる学校
なのです！受験のときには熱心に指導してくれ
る先生やともに頑張る仲間が大きな支えとなり
ました。千鳥で高校３年間を過ごせて、本当に
良かったです。

岡山大学理学部 田邊拓磨
（笠岡東中出身）

　私はただ漠然と笠岡高校に入学しましたが、
３年間の高校生活の中で、自分の進む道を見つ
けることができました。今はまだ将来の夢がな
くても大丈夫です。きっと笠岡高校の先生方は、
皆さんが夢を探したり、実現させたりする手助
けをしてくれるはずです。皆さんもぜひ自分の
可能性を見つけてみてください。

大阪大学外国語学部 藤岡珠希
（高屋中出身）

　千鳥は自習室など勉強できる環境が整ってお
り、千鳥祭や球技大会といった行事にも全力で
取り組める学校です。お互いに励まし合える友
達や最後までサポートしてくれた先生のおかげ
で、つらい受験期を乗り越えることができまし
た。皆さんもぜひ、千鳥でいろいろなことにチャ
レンジし、充実した高校生活を送ってください。

広島大学教育学部 定家優佳
（美星中出身）

　私は３年間志望校合格に向けて休まず勉強を
しました。それができたのはこの学校に進学し
たおかげだと思います。千鳥はとても居心地が
よい学校です。先生方は気さくで生徒たちは優
しく、努力家な人ばかりです。みんなが大学進
学に向けて頑張っているので、支え合って最後
までやり抜くことができました。千鳥を選んで
本当に良かったと思います。

北海道大学総合理系 大山　翼
（井原中出身）

　千鳥での楽しい３年間はあっという間に終わ
りました。はっきり言って勉強は楽ではないか
もしれません。でも、千鳥なら先生方の一人ひ
とりに合った指導があり、同じ志を持った仲間
たちがいます。周りの環境という要素はとても
大きいです。皆さんも千鳥で最高の３年間を過
ごしてください！

大阪市立大学商学部 齋藤　翔
（寄島中出身）

　私は入学するまで千鳥は勉強だけする学校だ
と思っていましたが、千鳥祭や球技大会などの
行事は学校全体で盛り上がり、充実した高校生
活を送ることができました。また、千鳥には出
会えて良かったと思える友人に出会え、先生方
も生徒一人ひとりの将来を考えて指導してくだ
さいます。皆さんもぜひ千鳥で素敵な高校生活
を送ってください！

神戸大学経済学部 平井双海
（笠岡西中出身）

　“ 千鳥は勉強ばかりで大変そう…” というイ
メージを持つ人が多いと思いますが、そんなこ
とはありません。千鳥には勉強を頑張りながら
も部活動や自分の好きなことに熱中している人
がたくさんいます。何事にも全力で取り組む仲
間たちと過ごした私の高校生活はとても充実し
たものとなりました。皆さんも千鳥生の仲間入
りをしませんか？

岡山大学環境理工学部 大景美憂
（新吉中出身）

　笠岡高校には、向上心とやる気に満ちた生徒
や先生がたくさんいます。助けられ、支えられ、
多くの面で成長することができました。学校行
事もみんな全力で取り組んでいて、とても楽し
いです。そんな笠岡高校だから充実した３年間
を過ごすことができました。皆さんも千鳥です
ばらしい高校生活を送ってください！

岡山県立
笠岡高等学校

笠岡駅から徒歩で約15分

笠岡商業高校

笠岡小学校

笠岡市役所

NTT

変電所

笠岡駅
至岡山→

至岡山→

古城山

←至広島
JR山陽本線

井笠バス
笠高入口

至井原
↑至山陽道笠岡IC

井笠バス
くじば

←至広島

〒714-0081　岡山県笠岡市笠岡3073ｰ２
TEL　0865-62-5128（代表）
FAX　0865-62-5541
URL　http://www.kasaoka.okayama-c.ed.jp/
E-mail　kasaoka@pref.okayama.jp

岡山県立笠岡高等学校

もっと笠岡高校について知りたい人は

　 千鳥祭
９月１日（土）文化祭
９月５日（水）体育大会
　 オープンスクール等の日程
７月31日（火）第１回オープンスクールデー
　　　　　　　第１回千鳥ゼミ
　　　　　　　公開千鳥ラボ
９月29日（土）第２回オープンスクールデー（授業公開）
12月28日（金）第２回千鳥ゼミ
　 学校説明会の日程
７月31日（火）　10：00～11：00
　　　　　　　 会場　笠岡高校千鳥会館３Ｆ
９月29日（土）　15：40～16：20
　　　　　　　 会場　笠岡高校千鳥会館３Ｆ
10月20日（土）　14：00～16：00
　　　　　　　 会場　井原市地場産業振興センター
10月20日（土）　14：00～16：00
　　　　　　　 会場　浅口市健康福祉センター５Ｆ
11月10日（土）　14：00～16：00
　　　　　　　 会場　笠岡高校千鳥会館３Ｆ


