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〇  個性を生かせる

　  　　未来開拓型カリキュラム ×３コース

〇  一人ひとりを大切に！少人数・習熟度別授業

〇  PC・タブレットによるＩＣＴ活用学習

〇  「分からない！」を解決する

　　　　　　 教科カウンセリング・質問教室

〇  仲間とともに学ぶ「学習合宿」

個性と可能性が伸びる
 学習サポートシステム

〇  笠岡高校オリジナルキャリアファイル

　　　　　　　　　　　　　　 「ACT ノート」

〇  ローカル課題から未来を考える 「地域学」

〇  グローカル課題を SDGｓの視点から考える

　　　　　　　　　　　　　　  「テーマ探究」

〇  時期に応じた多彩な進路ガイダンス・行事

〇  親身なキャリアカウンセリング

志を育み、未来を拓く
キャリアプログラム

伝統と革新、進化する千鳥!
Chidori Evolution

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。

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「志高く自らの人生と社会の未来を拓く人を育てる」ため、
新しいカリキュラム【未来開拓型カリキュラム】がスタートしました。

Global English ICT活用授業

教科カウンセリング「質問教室」 志が集う「自習室」

魅力ある授業

2人担任制による「生徒面談」

確かな学力を身につける
Academic Ability

「いまひとつ理解できない、困った」「進路先を悩んでいる」 笠岡高校では、放課後や空いた時間に、丁寧な個別相談を受けられます。
学びを導く独自のガイドブック、講座・セミナー、質問スペース、自学自習スペース等を活用することで、３年間の学びが充実します。

個性が生きる学習サポートシステム

進学重視型単位制未来開拓型カリキュラム

■ 千鳥の未来開拓型カリキュラム 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。

網掛けは、少人数・習熟度別授業をおこなう科目
◆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
※コミュ精講：コミュニケーション精講

〇  千鳥最大のイベント！「千鳥祭」

〇  タイムマネジメントで学習と両立！

　  　　パワー全開 11 の運動部と

　  　　　　知性あふれる 10 の文化部

〇  地域に貢献「千鳥ボランティア」

〇  小中学生への学習支援「千鳥ゼミ」

多彩なイベント＆部活動
輝く自分が見つかる

〇  グローバルな視野を広げる

　　　　　　　　「セブ島短期語学研修」

〇  オンライン英会話で英会話力アップ

〇  世界で活躍！「グローバル講演会」

〇  本物に感動！理科実験教室「千鳥ラボ」

〇  最先端を知る「科学エキスパート講演会」

グローバル＆サイエンス
視野を広げ、本物を知る
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学年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

１年 国語総合 世界史Ａ 数学Ⅰ
数
学	
Ⅱ

数学Ａ 物理基礎 生物基礎
化
学	
基
礎

体育 保
健

音楽Ⅰ
コミュニケーション	
英語Ⅰ

英語
表現Ⅰ

◆	
GE	
Ⅰ
※

社会と
情報

総
探

Ｌ	
Ｈ	
Ｒ

総
探美術Ⅰ

書道Ⅰ

２年
理系 現代文Ｂ 古典B 地理Ｂ 現代	

社会
数学Ⅱ 数Ⅲ

数学Ｂ
化
学
基
礎

化学
物理

体育 保
健

コミュニケーション
英語Ⅱ

英語
表現Ⅱ　

◆	
GE	
Ⅱ	
※

家庭	
基礎

総
探

◆	
自然	
科学	
探究
Ⅰ

Ｌ　
Ｈ　
Ｒ数学Ⅱ 生物

２年
文系 現代文Ｂ 古典B

日本史Ｂ
地理Ａ

現代
社会 数学Ⅱ 数学B 化学

基礎

物
理
基
礎

体育 保
健

コミュニケーション
英語Ⅱ

英語
表現Ⅱ

◆	
GE	
Ⅱ	
※

家庭	
基礎

総
探

Ｌ　
Ｈ　
Ｒ

世界史Ｂ

日本史Ｂ
芸Ⅰ 生

物
基
礎

●スポーツⅠ
●フードデザイン

３年
理系 現代文Ｂ 古典B 地理B

数学Ⅲ
◆数学総合研究 化学

物理
体育 コミュニケーション

英語Ⅲ
英語
表現Ⅱ

◆	
自然	
科学	
探究
Ⅱ

Ｌ　
Ｈ　
Ｒ数学Ⅱ 生物

３年
文系 現代文Ｂ 古典B

◆
国語特講

日本史Ｂ 地理B

数学Ⅱ

◆物理基礎
研究 ◆

化学基礎
研究

体育 コミュニケーション
英語Ⅲ

英語
表現Ⅱ

◆
人
文
社
会
研
究

Ｌ　
Ｈ　
Ｒ

世界史Ｂ 倫理 政経
◆

古典精講 ◆公民研究
◆日本史研究

現社 ◆生物基礎
研究◆世界史研究

数学B

◆数学研究
◆英語研究
◆古典研究
◆コミュ精講※

●音楽理論
●素描

◆書道表現
●スポーツⅡ
●栄養

◆GEⅢ※

◆数学特講
◆現代文精講
◆英語精講
◆小論文精講

●スポーツ概論
●子どもの発達と保育

芸術Ⅱ



一人ひとり主体的に（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
ている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。

社会と自分の生き方を関連づけて考え、主体的に自身の進路を拓くため、積極的に
校外に出かけ、外部の講師を活用するなど、多くの体験の場があります。

Creative

Active Thinking

自分の将来を考える「キャリア探求」

社会の未来を考える「課題探究」

■ 高校入門講座
■ 大学訪問
■ 企業訪問
■ キャリア研修
■ 大学出張セミナー

探究課題設定 ＞ フィールドワーク ＞ プレゼンテーションガイダンス ＞ ポスターセッション

ローカルな課題を考える「地域学」
地域について探究し、探究学習に必要なスキルを学びます。

多彩な進路ガイダンス・行事

■ 進路ガイダンス
時期、目的に応じた講演会・ガイダンスを実施しています。
将来を考えるヒントがあり、進路意識を高められます。

■ 志を育む多彩な進路イベント
仲間と切磋琢磨する関係を築き、
「本物」に触れることで、進路について真剣に考えることができます。

■ 親身なキャリアカウンセリング
年４回の担任との面談で、進路についてじっくりと相談できます。
進路指導室でも随時、進路相談を受けられます。

■ 小論文・面接指導システム
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。
志望大学の入試に対応した個別指導をしっかり受けられます。

情報収集 ＞ テーマ決定 ＞ 調査研究 ＞ 論文作成 ＞ プレゼンテーション

グローカルな課題を考える「テーマ探究」
地域から世界を知り、自由に設定したテーマの探究に取り組みます。

未来を考える
Career Guidance

大人になったとき、君はどんな道を歩んでいるだろう。
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。

総合的な探究の時間 ACT 進路サポートシステム

過去３年間の進学実績

地域学は笠岡市の現状を分析し、市の課題や問
題点を改善するために提案を行う調査探究活
動です。私たちは北木島の日本遺産登録を生か
す取り組みというテーマで探究活動を行いまし
た。現地視察や調査を行い、メンバーと意見交換
する中で、さまざまなことを知り、学べたことは、
私にとってとても貴重な経験となりました。地域
学をとおして、社会に対する関心が強まり、自分
の未来を考える良い機会となりました。

2年
藤岡  隼平
ハンドボール部
（高屋中出身）

修学旅行の班別自主研修をきっかけに、テーマ
探究ではカラーユニバーサルデザインについて
調査・研究をしました。その時初めて知ったこと
が、専門的な分野だったので、周りの人に助けら
れながら、何度も試行錯誤し、自分が想像してい
た以上のものを作ることができました。テーマ探
究を通して、自分とは異なる見え方の人がいると
いうことを理解し、暮らしやすい世の中にするた
めにできることは何かを考えるようになりました。

3年
上松あすか
邦楽部、茶道・華道部
（笠岡東中出身）

Student's  Voice
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地域について探究し、探究学習に必要なスキルを学びます。
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■ 進路ガイダンス
時期、目的に応じた講演会・ガイダンスを実施しています。
将来を考えるヒントがあり、進路意識を高められます。

■ 志を育む多彩な進路イベント
仲間と切磋琢磨する関係を築き、
「本物」に触れることで、進路について真剣に考えることができます。

■ 親身なキャリアカウンセリング
年４回の担任との面談で、進路についてじっくりと相談できます。
進路指導室でも随時、進路相談を受けられます。

■ 小論文・面接指導システム
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グローカルな課題を考える「テーマ探究」
地域から世界を知り、自由に設定したテーマの探究に取り組みます。

未来を考える
Career Guidance

大人になったとき、君はどんな道を歩んでいるだろう。
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、どんな道にも進むことができます。
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題点を改善するために提案を行う調査探究活
動です。私たちは北木島の日本遺産登録を生か
す取り組みというテーマで探究活動を行いまし
た。現地視察や調査を行い、メンバーと意見交換
する中で、さまざまなことを知り、学べたことは、
私にとってとても貴重な経験となりました。地域
学をとおして、社会に対する関心が強まり、自分
の未来を考える良い機会となりました。

2年
藤岡  隼平
ハンドボール部
（高屋中出身）

修学旅行の班別自主研修をきっかけに、テーマ
探究ではカラーユニバーサルデザインについて
調査・研究をしました。その時初めて知ったこと
が、専門的な分野だったので、周りの人に助けら
れながら、何度も試行錯誤し、自分が想像してい
た以上のものを作ることができました。テーマ探
究を通して、自分とは異なる見え方の人がいると
いうことを理解し、暮らしやすい世の中にするた
めにできることは何かを考えるようになりました。

3年
上松あすか
邦楽部、茶道・華道部
（笠岡東中出身）

Student's  Voice
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●国立大学
入試年度

大学名 R2 31 30

北海道 2
北見工業 1
室蘭工業 1 1 1
岩手 1
東京 2 1
東京海洋 1
東京工業 1
富山 2
信州 1
名古屋 2
名古屋工業 1 1
滋賀 1 1
京都 1 3
京都工芸繊維 2 1
大阪 2 2
神戸 2
和歌山 1
鳥取 5 5 3
島根 4 3 1
岡山 11 26 13
広島 3 2 3
山口 7 4 7
徳島 1 1 6
香川 9 10 13
愛媛 9 11 5
高知 2 1
九州 3 1 2
九州工業 1 1 2

●公立大学
入試年度

大学名 R2 31 30
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大阪府立 1
兵庫県立 1 2 2
神戸市外国語 1
公立鳥取環境 5
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Dignity ＆ Diversity
品格と多様性

凛・千鳥スタイル
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！そんな思いを凝縮したス
タイルです。

女子はネクタイかリボン
スカートかスラックスを選択できます。

オプションで男女兼用の
ベストとセーターを
用意しています。

高知大学 理工学部 

植 松　蒼
令和２年卒業
笠岡東中出身

私は高校３年生の時に中四国地区生物系三学会合同大会で、セミの寿命についての
研究を発表し、高校生部門で最優秀賞を受賞しました。内容は、４種類のセミにマー
キングをする個体識別法を用いて活動可能期間を調査したもので、１か月程生きる
個体もいるという結果が出ました。何かに興味を持ち続けると視野が広がり、視野が
広がると興味の幅が広がります。私は、様々なことに興味を持ったおかげで大学選び
の選択肢が増えました。笠岡高校での様々な経験は皆さんの興味の幅を広げてくれ
ると思います。更に興味を深めることができる環境も充実しています。先生や友達との
対話・会話を大切にして充実した3年間を過ごしてください。

笠岡高校のここが好き
We love Chidori

制服 School Uniform

卒業生からのメッセージ

Winter

Frex Spring & Autumn

Summer

香川大学 医学部
医学科 

三 宅　剛 雄
平成28年卒業
井原中出身

私は医学の道に進むという夢を持って笠岡高校に入学しました。笠岡高校では勉強、
部活、友人と過ごした日々など、とても楽しく充実した3年間を過ごしました。2016年
に卒業し、現在は香川大学医学部医学科の5年生として大学に通っています。大学で
は、生理学、解剖学、免疫学など多くの専門科目を学びましたが、高校での学習や経
験が大いに活かされてると感じています。今は、臨床実習生として内科、外科、救急科
など各科を順次回り、診察、手術見学、カルテ作成、論文読解などを行っています。忙
しい毎日ですが充実した日々を過ごしています。将来は救急科専門医（救急救命医）
になり、一人でも多くの命を救うという新たな目標に向け、集中治療の知識と高度な
スキルを身につけられるよう日々研鑽を積んでいます。

夢は行動の原動力
～救急救命医を目指して～

興味を持ち続けると視野が広がり、
視野が広がると興味の幅が広がる

jam tun　代表  

田 賀　朋 子
平成20年卒業

高校卒業後、香川大学法学部に進学。その後、発展途上国の支援について学ぶことを
決意しイギリス・マンチェスター大学に進学し貧困と開発を学びました。修了後、青年
海外協力隊に参加し、西アフリカのセネガルの農村地域で住民の生活向上活動に2
年間取り組み、稲作や改良かまどの普及やゴミ問題の啓発などを行いました。帰国後
に引き続き現地とのつながりを大切にした持続可能な国際協力をしたいと思いjam 
tun(ジャムタン)というアフリカ布を使ったフェアトレードブランドを立ち上げ、セネガ
ルの仕立屋とともに日本向けの商品制作を行い、県内を中心とした販売活動や講演
会・ワークショップの開催などに取り組んでいます。「支援になるから」という目線では
なく対等な立場でお互いが笑顔になれる途上国との繋がり方を提案しています。

アフリカと日本をわくわくで繋ぐ

制服の組み合わせ自由制服の組み合わせ自由

笠岡湾から見える海や空を
イメージしたネクタイ・リボン

波間を飛ぶ千鳥を中心に
あしらったオリジナルボタン

シャツには笠岡高校オリジナル
の刺繍を施しました

夏のボトムは千鳥が連なって
飛んでいる様に見える格子柄

制服のポイント
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最高の友達と
　最高の思い出を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、新入生歓迎行事をはじめ、球技
大会、千鳥祭など生徒の手による生徒のため
の様々な学校行事を企画・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
輩から後輩へ受け継がれています。

伝統の生徒会活動

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、挑戦する力や地域と世界をとらえる視野を身につけます。

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。
その多くは生徒が中心となって運営する主体的な活動です。
中でも、学年を越えて一致団結し、千鳥がひとつになる千鳥祭は笠岡高校最大のイベントです。

輝く自分を見つける
Enjoy School Life

■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
■生徒総会
■生徒会前期役員選挙

4 April

■考査前質問教室
■第１回考査
■ＰＴＡ総会
■学年懇談会
■土曜日学校開放
スタート

5 May

■春季球技大会
■千鳥ボランティア
■考査前質問教室

6 June

■第２回考査
■合同保護者会（３年）
■保護者懇談会
■夏季補習授業

7 July

■第１回千鳥welcomeデー
　オープンスクール
　部活動体験
■短期海外語学研修
（フィリピンセブ島）
■千鳥学習マラソン

8 August

■千鳥祭
(文化祭・体育大会）
■進路講演会（２年）
■広島大学訪問（１年）

9 September

■考査前質問教室
■第３回考査
■大学出張セミナー
■生徒会後期役員選挙
■合同保護者会（１・２年）
■秋季球技大会

10 October

■千鳥welcomeウィーク
■公開千鳥ラボ
■考査前質問教室

11 November

■第４回考査
■冬季補習授業
■第２回千鳥welcomeデー
　ＡＣＴデー
　千鳥ゼミ
■保護者懇談会

12 December

■大学入学共通テスト

1 January

■考査前質問教室
■第５回考査
■大学入試個別試験

2 February

■卒業式
■入学予定者説明会
■企業訪問（１年）
■春季補習授業

3 March

笠岡高校は一年をとおしてさまざまな行事があり、部活動も活発
です。学校行事を生徒主体で運営したり、生徒の意見をより反映さ
せるために「＋（プラス）ＢＯＸ」を設置したりしています。仲間と共
に協力し、一つのことを成し遂げた達成感や喜びは私にとってかけ
がえのないものになりました。そんな思い出を創ることのできる笠
岡高校で、私たちと一緒に充実した学校生活を送りませんか。

生徒会長
3年　岡本  朋海
書道部（里庄中出身）

● 新入生歓迎行事　　● 生徒総会　　● 球技大会　　● 千鳥ボランティア　　● 千鳥welcomeデー　　● 千鳥祭

笠岡高校最大のイベント
千鳥祭

文化祭
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。

体育大会
ブロック毎に、競技や
応援で優勝を競いま
す。伝統のブロックパ
フォーマンスは、千鳥
祭の華です。
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小中高接続プログラム

グローバル＆サイエンス・プログラム

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。 
小学生や中学生の皆さんに様々なプログラムで高校生活を知っていただく機会として、小中学生対象の学習支援や中学
校への出前授業を行っています。 
入学後は安心して高校生活が送れるように、新入生歓迎行事、学習方法体験セミナー等を行っています。

「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です。
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。
学習と部活動を頑張るのが千鳥スタイル。夢中になれるものが、ここにあります。

将来の夢は何ですか？昔から繰り返され
てきた質問かと思います。夢がすでにあ
る人もない人も、高校ではさらに様々な
経験をとおして、自分の方向性を見つけ
てほしいです。自分だけでは難しいかも
しれませんが、家族や周りの友人、先生方
と一緒に見つけていきましょう。君が自信
を持って進める進路の実現を応援しま
す！！

小中学生を千鳥の生徒と先生がサポート
千鳥ゼミ（小中学生対象の学習支援）　　
公開千鳥ラボ（中学生対象の理科実験教室）　

新入生を千鳥の先輩と先生がサポート
新入生歓迎行事 ／ 新入生ガイダンス　
学習方法体験セミナー ／ 千鳥スターティングプログラム

� 吹奏楽　
� 邦楽
� 書道
� 美術
� サイエンス
� 文芸
� 生活科学
� 茶道･華道
� 英語
� ボランティア

文化部運動部

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

近年、グローバル化や科学技術の進展により、社会は急速に変化しています。笠岡高校では「本物」に触れることを大切
にしたグローバル＆サイエンス・プログラムをとおして、視野を広げ、新しい時代に地域社会やグローバル社会で貢献でき
る力を身につけます。　

グローバル・プログラム
学校設定科目「Global Engｌish」　
オンライン英会話 ／ グローバル講演会
セブ島短期語学研修

サイエンス・プログラム
学校設定科目「自然科学探究」
科学エキスパート講演会
千鳥ラボ

数学科
　角本　直人先生

笠岡高校では仲間と協働して、社会に貢
献できるような知識と人間力の育成を目
指して教育活動を行っています。例えば、
学校設定科目のGlobal Englishの授業
では、日常生活の身近な話題や様々なト
ピックについて意見交換をするなど、実
践的なコミュニケーション活動を行って
います。千鳥で自分と社会について考え、
可能性に一緒に挑戦しましょう。

サッカー部は選手権などの公式戦
に向けて日々練習に励んでいます。
先輩と後輩のつながりが強く、チー
ムスポーツならではの達成感が味
わえる部活動です。また、技術面だ
けでなく社会人として必要となる忍
耐力や人間性を高められることや、
勉強との両立を成功させ、自分の進
路を切り拓いていった先輩方が多く
いることも魅力の一つです。

バレーボール部は先輩、後輩の仲が
良く、毎日楽しく練習しています。み
んなで意見を出し合い、技術を高め
ていくなど、生徒主体で活動してい
ます。バレーボールは難しい競技で
すが、強いスパイクが打てた時やき
れいなレシーブが上がった時は、と
ても気持ちが良いです。部員全員で
一つの目標に向かって日々練習に励
んでいます。

僕は卓球部に所属しています。試合
で最高の結果が出せるように、部員
一同、コーチや仲間のアドバイスを
大切にしたり、一球の質を高くする
ことを意識したりして練習していま
す。また、部活動をとおして、戦術を
考える際には思考力を、一球一球を
返球する際には高い集中力を身に
つけることが出来ています。

私は生活科学部に所属しています。
週に一度、部内で決めた班のメン
バーと一緒に料理をしています。お
菓子からご飯ものまで幅広い種類
のものを作っています。千鳥祭では
千鳥カフェを開き、毎年多くの方々
から好評をいただいています。部員
全員、料理初心者なので、失敗する
こともありますが、毎週楽しく、仲良
く活動しています。

英語科
　黒住　彩乃先生

サッカー部
３年
加茂  駿介
井原中出身

バレーボール部
３年
大島  紀香
寄島中出身

卓球部
３年
畑野  泰利
木之子中出身

生活科学部
３年
川人  楓
金浦中出身

支え、励まし、共に成長する
Grow together

文武一道を目指して
Club Activities

Teacher's  message
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返球する際には高い集中力を身に
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週に一度、部内で決めた班のメン
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菓子からご飯ものまで幅広い種類
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から好評をいただいています。部員
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主な活動実績（文化部）

吹奏楽部
岡山県吹奏楽コンクール	 Ａ部門　銀賞（R1）
　　　　　〃	 Ａ部門　銀賞（H30）		
　　　　　〃	 Ａ部門　銀賞（H29）		

邦楽部
岡山県高校総合文化祭	 優良賞（R1）
　　　　　〃		 優良賞（H30）
　　　　　〃		 優良賞（H29）

書道部

全国高校総合文化祭	 出場（R1）
												　〃	 出場（H29）　　　　　　　　　　　　　　
全日本高校・大学生書道展	 優秀賞（R1）
全国高校書道展	 特選（H29）
岡山県児童生徒書道展	 岡山県高校書道連盟会長賞（R1）
　　　　　〃	 審査委員長賞（H30）
　　　　　〃	 岡山県高校書道連盟会長賞（H29）
高校生国際美術展（書の部）	 奨励賞（R1）

美術部
高校生美術コンクール	 金賞（R1）
　　　　　〃	 金賞（H30）
　　　　　〃	 金賞（H29）

サイエンス部

サイエンスチャレンジ岡山　実技競技　生物・地学分野　２位（R1）
科学Tryアングル岡山	 カブトガニ研究班　優秀賞（H29）
日本学生科学賞	 カブトガニ研究班　奨励賞（H29）
生物系三学会中国四国支部大会	 カブトガニ研究班　優秀賞（H29）

文芸部 高校生文芸道場おかやま	文芸部誌部門　入選（H30）

主な活動実績（運動部）

卓球部 岡山県高等学校卓球新人大会	 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）

サッカー部 岡山県高校サッカー新人大会	 ベスト８（H30）

陸上競技部

全国高校総体（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 400ｍ・男子 110ｍ H・男子円盤投（R1）
　　　　〃	 男子 400ｍ H・女子砲丸投・女子やり投（H30）
　　　　〃	 男子やり投５位・女子円盤投・女子砲丸投・
	 女子７種競技（H29）
中国新人陸上競技大会	 男子 110ｍ H出場（R1）
　　　　〃	 男子 400ｍ H７位・女子円盤投５位（H29）

ハンドボール部 岡山県高校総体	 男子ベスト８（R1）
岡山県高校夏季大会	 男子ベスト８（R1）

ソフトボール部
岡山県高校春季大会	 ベスト８（H30）
岡山県高校総体	 ベスト８（H30）
岡山県高校秋季大会	 ベスト８（H30）

山岳部

中国高校登山大会	 団体男子出場（R1）
　　　		〃	 団体男子出場（H30）
岡山県高校総体	 団体男子６位（R1）
　　　		〃	 男子団体６位（H29）
秋季登山大会	 踏査男子７位・個人総合男子８位（H29）

バドミントン部
岡山県高校総体	 女子学校対抗　ベスト８（R1）
　　　	〃	 女子学校対抗　ベスト８（H30）
岡山県高校秋季大会	 女子学校対抗　ベスト８（H30）
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