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教養力

飽くなき知的好奇心を持ち
幅広く深い知識を
身につける

銀杏の葉をイメージしています。銀杏は創立時からの本校のシンボルです。

リーダーシップ力

全体を俯瞰し
何事にも主体的に行動し
運営する姿勢を身につける

探究力

論理的思考に基づいて
主体的科学的に探究する
姿勢を身につける

チャレンジ力

課題を発見し解決するため
挑戦することを惜しまない

姿勢を身につける

分析力

情報を収集し
読み解く力を身につける

イノベーション力

既成概念にとらわれず
新たな価値を

創造する力を身につける

協働力

高いコミュニケーション力を
生かし、連携する力を

身につける

人間力

自主自律の精神を持ち
多様な価値観を

認める姿勢を身につける

先駆者精神「赤鬼魂」
彦根東高校は、彦根藩井伊家に由来する「赤鬼
魂」を継承しています。「赤鬼魂」には、「先駆者精
神」、「先頭に立って活躍する」、「時代に先立って
新しい分野を切り拓く」、「何事にも屈しないチャ
レンジ精神」という意味があります。彦根東高生
は「赤鬼魂」の精神で、部活や学園祭や進路実現
に取り組んでいます。

「求めよ普く 究めよ深く」
彦根東高校の校歌は、昭和27年（1952年）に制定されました（作詞：吉田精一 作曲：古関裕
而）。校歌に「求めよ普く 究めよ深く 輝け叡智よ 湖上の月と」という一節があります。彦根
東高校はこの「求めよ普く 究めよ深く」の一節をモットーにして、文理の枠を越えた幅広い教
養を身につけ、常に探究心をもって自ら学びに向かう力を養います。

● ５０分×７限授業で授業時間を確保しています。 ● ２年生からは文系・理系のコース分けをしています。
● 「夏期講座」「受験対策講座」など特別講座を実施しています。
● 土曜日の教室開放や自習室の設置など、自主学習支援のための環境を整えています。
● 総合的な探究の時間（Advanced Research・GS Research）では、「課題研究」に取り組み、
探究力・分析力・チャレンジ力を養っています。

● 令和４年度より、文部科学省から「ＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業」の
カリキュラム開発拠点校に指定され、グローバル・サイエンスコース（GS）を１クラス設けています。

● 大学の授業を受講し、単位を取得する「先取り履修」などの高大連携事業を進めています。

1人１台専用Surface Goや電子黒板をフル活用！

彦根東高校では令和３年度入学生より、県下の公立高校に先駆けて、BYODによる１人1台
端末環境を実現し、ICTを活用した学習を展開しています。また、各HR教室には電子黒板や
書画カメラが配備されており、ICT環境も充実しています。

土曜講座「稽古館」始まる！

本校教員が独自に開講する多彩なスペシャル講座。
生徒は自ら講座を選ぶことができ、発展的・教科横断的な学習や幅広い分野の探究を深めます。

●しなやかな発想と確かな行動力で、
人々の幸せな暮らしと豊かな社会の創造に寄与する人材の育成

▲彦根城博物館でのフィールドワーク＆講義（参考） ▲滋賀県立大学の先生と栽培した野菜の成分を分析（参考）

●高い志を実現するため、自主・自律・創造性を重んじ、
自らの資質・能力を伸ばす努力を惜しまない人

●自らの人生を切り拓くため、文武両道の実践、
幅広く深い教養や探究心を身につけ、勇気を持って決断、行動できる人

●グローバルな視点を持ち、世界の多様な人々とともに持続可能な社会を創るため、
基本的人権を尊重し、あらゆる他者を価値ある存在として大切にする人



#課題研究 #研究のプロセスを学ぶ
1年次・２年次の２年間で、全生徒が
１人１つ課題を設定し、研究を深めます。
独自の教材を使用し、先行研究や
問いの立て方、論理的思考のトレーニングを
丁寧におこなうほか、生徒１人ひとりを
教員が担当し、個別に支援します。

#国語 #おーいお茶俳句
俳句の学習成果を
アウトプットする機会として、
「おーいお茶俳句大賞」に応募します。
全国の２００万句を超える応募から、
昨年度は東高生の作品が２句入賞。
うち１句は、パッケージに採用されました。

#物理 #３分間を測る
授業で学習したことを活用し、
振り子を使って、
３分間を正しく測る装置を設計！
グループでアイデアを出し合い、
工夫を形にしていきます。

リーダーを育むキャリア教育
新入生オリエンテーション（1年）や進学合宿（3年）、進路説明会（保護者・生徒向け）、難
関大突破のための各科目の特別講座など丁寧な進路支援を行っています。校内実力考
査では、蓄積されたデータを進路指導に活かしています。
様々な分野で活躍する彦根東高校卒業生と対話する機会（総合教養講座 １・２年）を設
け、人生全体のキャリアデザインを支援しています。

大学の授業の先取り履修

彦根東高校では令和３年度から、県内大学の授業
を先取りして受講できます。条件を満たせば大学
での単位が認定される授業もあります。

彦根東高校は、勉強と部活動のどちらにおいても
よい環境が揃っていると思います。
勉強については、校内の自習室や休日の教室開放、
廊下学習のスペースが有るおかげで、集中して勉強
に取り組むことが出来ます。また、勉強で分からない
所を先生に質問すると、わかりやすく解説してくれま
す。それに加えて、外部から講師を招いた大学突破
のための講座などもあり、彦根東高校の学習環境は
大学進学を目指す生徒にとって強い味方となります。
部活動については、コロナ禍による制限もあります
が、皆が熱心に取り組んでおり、運動部、文化部とも
に優秀な成績を残しています。勉強と部活動の両立
は簡単ではありませんが、部活動を通じてたくさん
の仲間と出会い、その仲間たちと楽しい学校生活を

池田 直生さん
令和３年度卒業
広島大教育学部

過ごすことが出来ます。
またその他にも、学園祭や球技大会などのイベントもあり、それぞれの団や
クラスで協力して取り組むことで楽しい時間を過ごせ、彦根東高校での学校
生活をより豊かなものにしてくれます。 皆さんも彦根東高校で、充実した3
年間を過ごして下さい。

高校では自分の人生の目標を定め、その目標を実現するという「夢」に向かって、これ
までよりもさらに力強く歩み始める時期だと思います。そこでは自分を見つめ可能性を
見い出す自己への問いかけが必要となります。まさに私も高校２年で自分の進むべき
道を決心しました。苦しみながら出した決断ではありましたが、今日までぶれずに自分
の道を歩んで来られたのもその当時の先生方の温かい応援があったからこそと感謝し
ています。
彦根東高校では「文武両道」をモットーに「高い志を持ち（挑戦）、知的好奇心に富み（発
見）、決断し勇気をもって行動できる（実践）」という目標を持って日々勉学や部活に切
磋琢磨しています。私が所属していた野球部も甲子園に何度も出場し、後輩達の頑張り
に胸を打たれました。
東京、ドイツへと私は学びや活動の場を広げて故郷から離れましたが、この彦根東高
校で学べたことは誇りです。そして、ここで出会った友人や先輩後輩の皆さんは国内外
でそれぞれの道で活躍をされており、彼らからもらえる刺激や友好関係は人生の宝物
といえます。これから高校生となられる皆さんが、高校の３年間、大いに悩み、苦しみ、

田島 茂代さん

歓喜し、笑いながら充実した日々を送り、その後の人生の礎をしっかりと築くことができるよう心から願ってい
ます。

＜主な経歴＞ 彦根東高校‐東京藝術大学・大学院‐ミュンヘン音楽大学
プフィッツナー歌曲コンクール第２位 ＡＲＤミュンヘン国際コンクールファイナリスト（女声第４位）
Ｊ.Ｓ.Ｇ国際歌曲コンクール第３位受賞 滋賀県文化奨励賞受賞 愛知県立芸術大学 非常勤講師

#生物 #プレゼン作成
1人1台端末で班ごとにプレ
ゼンを作成。共同編集機能を
使うと、授業外の時間も、
チームで準備を進められます。
各自、担当の事項について説
明をしたり質問に答えたりす
るアウトプットを通して、学習
が定着します。

ウェスタンミシガン大学への
指定校推薦の協定を締結！

彦根東高校は令和３年、ウェスタンミシガン大学
（アメリカ・ミシガン州、Western Michigan
University）と指定校協定を締結しました。
彦根東高校にて推薦を受け、一定の条件を満た
せば指定校推薦で進学できます。

▲自習室や廊下学習の環境を整備し、自学自習を支援しています。

▼滋賀大学 彦根キャンパス

▼滋賀県立大学

令和３年度・令和４年度の開講例（予定を含む）
滋賀県立大学
「SDGｓと滋賀のグローカル・イノベーション-近江の暮らしとなりわい-」
「地域コミュニケーション論」「自然科学入門」「機械の再発見」
「電子社会と人間～高度情報化社会の成り立ちと私たちの生活～」
滋賀大学 「モデル化とシミュレーション」「情報と職業」
龍谷大学 「生物を模倣した応用化学入門」

大学名 令和３ 令和２ 平成３１ 平成３０ 平成２９
北 海 道 大 1 4 2 2 1
東 北 大 1 0 1 2 1
筑 波 大 1 1 3 1 2
東 京 大 2 1 1 1 3
金 沢 大 12 10 13 8 9
名 古 屋 大 10 11 3 5 5
滋 賀 大 14 9 14 19 18
滋 賀 医 大 9 7 11 5 4
滋 賀 県 立 大 14 18 11 12 19
京 都 大 8 12 7 11 11
京 都 工 繊 大 9 5 7 8 5
大 阪 大 10 13 11 14 17
大 阪 公 立 大 7 - - - -
大 阪 市 立 大 - 6 9 5 8
大 阪 府 立 大 - 5 6 3 5
神 戸 大 14 10 10 9 7
岡 山 大 2 4 1 0 5
広 島 大 11 4 8 6 4
九 州 大 2 0 4 0 3
慶 應 大 3 5 4 6 5
早 稲 田 大 1 8 7 3 8
同 志 社 大 88 63 78 75 57
立 命 館 大 240 207 224 181 211
関 西 大 27 26 24 26 30
関 西 学 院 大 14 15 12 15 7
国 公 立 大 合 計 197 187 191 184 190
（内、医学部医学科） 9 8 9 4 7
私 立 大 合 計 920 812 785 768 624



新任式 始業式 入学式
生徒総会 対面式 離任式
オリエンテーション（1年）
第1回校内実力考査（3年）

1学期中間考査

春季高校総体
校外模試（３年）
東鬼祭（文化祭・体育祭）
難関大集会（３年）

1学期期末考査
校外模試（全学年）
終業式
オーストラリア連携校研修
夏期講座（3年）

進学合宿（３年）
東大オープンキャンパスツアー
京大オープンキャンパスツアー
校外模試（3年）

始業式
第1回学力考査（1・2年）
第2回校内実力考査（3年）
校外模試（3年） 人権統一LHR
総合教養講座（1年）

2学期中間考査
人権統一LHR 校外模試（3年）
秋季高校総体・県高校総文祭
第3回校内実力考査（3年）

2学期期末考査
終業式

第2回学力考査（1・2年）
特色選抜入試
課題研究発表会

卒業式 学年末考査
一般選抜入試
アメリカ連携校研修
サイエンス国際フォーラム
球技大会 終業式

始業式
大学入学共通テスト
人権統一LHR
校外模試（1・2年）
総合教養講座（2年）

校外模試（1・2年）
共通テストプレテスト（3年）
修学旅行（2年）

#数学 #ICTで作図
空間図形の切り口や関数のグラフを
１人１台端末を使って描き、
演習を行う際、視覚的なイメージを
ふくらませます。

#英語 #ディベート
２年生の１年間をかけて、
ネイティブ教員の指導を受け、
英語ディベートに取り組みます。

#歴史 #図解 #思考ツール
学習したことや調べたことを図解でまとめます。
課題研究で文献を読むとき等にも活用できる
スキルを伸ばします。

東高最大のイベント 東鬼祭
「体育の部」では団を結成し、学年の枠を越えて、総合優勝を目指します。
「文化の部」では、１年生は壁新聞や団合唱、２年生は団舞踊、３年生は団公演を
行います。企画・運営は生徒会執行部が中心となり、生徒が自ら行います。

グローバルな視野を広げる修学旅行
これまで台湾を訪れ、台南大学附属高級中学の
生徒との交流や現地の大学生との市内観光な
どを行ってきました。コロナ禍においても、長
崎・福岡にて、外国人留学生と平和公園（長崎
市）など自分たちで考えたコースを巡るなど、国
際交流を深めています。

東高の学園祭、「東鬼祭」は年に一回の東高最大
のイベントです。東鬼祭は3日間かけて行われ、1日
目と2日目は文化祭、3日目には体育祭があります。
東鬼祭2週間前の結団式から東鬼祭期間が始まり、
この期間は授業が午前で終わり、午後からクラスや
団ごとに出し物の準備や練習に取り組みます。活
動の中でクラスや学年の人と関わる時間が増える
ので、新しい友達ができたり、クラスメイトの知ら
ない一面を発見できたりして友達との仲が一気に
深まります。また、縦割り団での活動も多く、他学
年の人と関わる機会もあるので、学年の枠を超え
て色々な人と交流を深めることもできます。

東鬼祭は団長と生徒会執行部が中心となって企
画・運営を行ったり、生徒自身が演劇の台本を作っ
たり、ソーランの振りを考えるなど、生徒主体で作
り上げていきます。そのため、中学校までの文化祭
や体育祭とは雰囲気が全く違い、とても盛り上が
り、一つ一つの出し物のクオリティも高いです。ま
た東高生は、勉強するときと楽しむときのメリハリ
をつけていて、東鬼祭の時はみんな全力で楽しむ
ので、勉強もイベントも全力で頑張りたい人にはい
い環境が整っていると思います。最高の仲間と最
高の思い出を作れるので、ぜひ東高生になって東
鬼祭を満喫してほしいです。

中村 心さん
令和３年度卒業
名古屋大学医学部保健学科

私は彦根東高校の仲間は努力の天才だと思って
います。毎日の予復習を怠らず、自主的に週末に開
催される講座にも参加したりして学力の向上に努
める人がたくさんいます。さらにその多くが、日々
の宿題に追われながらも毎日部活動の仲間と一生
懸命活動しており、輝かしい成績を残している部活
動もあります。このような努力の結果、文武両道を
達成している素晴らしい先輩が彦根東高校にはた
くさんいます。何事にも全力で取り組める仲間の
存在は、良い刺激となって自分を大きく成長させ
てくれます。実際に私も部活動で出来た友達は、部
活動だけでなく学習面でも高め合える仲間であり、

ライバルであり、尊敬する人でもあります。
また、文化祭や球技大会では、日頃の様子と一変
して、勉強のことは忘れ、全力で楽しみます。クラス
メイトのいつもは見られない姿が見られたり、自分
の得意を武器に活躍できたりするので、良い思い
出ができ、大切な青春の一頁になるはずです。
彦根東高校は個性が認められる場所です。周りの
人と考え方や目標が違っていても、頭ごなしに否
定されることはありません。だから、各々が自分の
目標に向かって自信を持って努力しています。皆
さんも素晴らしい仲間と共に、彦根東高校で充実
した高校生活を送りましょう！

中川才良沙さん

＜主な経歴＞ 彦根東高校‐東京大学‐通商産業省（現経済産業省）
ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）日本政府代表部参事官 ＩＥＡ（国際エネルギー機関）国別審査課長
資源エネルギー庁国際課長、同参事官 大臣官房審議官地球環境問題担当 ＪＥＴＲＯ（日本貿易振興機構）ロンドン事務所長
東京大学大学院特任教授 エネルギー環境政策

私は1978年に彦根東高校を卒業しました。父の
転勤により中学から高校の５年間を彦根で過ごし
たのですが、彦根東高校の３年間は私にとってか
けがえのない思い出です。今でも年に一度は彦根
を訪れ、中高時代の友人と旧交を温めています。
東高校でまず思い出すのはチャイコフスキーのピ
アノ協奏曲第１番冒頭を使った始業チャイムです。
入学試験のときにあの勇壮なメロディが流れてき
た時は驚いたものです。東高校の校風の特色は自
由と大らかさでしょう。県内有数の進学校ですから
勉学が重視されることはもちろんですが、部活動
を含め、勉学以外の分野で自分の興味関心を見つ
けることも奨励されていました。文化祭、体育大会
などの学校行事も盛んで、私は生徒会本部で夜遅

くまで準備に精を出していました。１、２、３年の同
じクラスナンバーを束ねて「団」をつくり、団対抗で
学校行事を行うのは東高校独特の伝統です。大人
びた３年生の先輩方と共に、おそろいの団カラー
の法被に身を包んで応援合戦に参加し、様々な大
学の校歌や旧制高校の寮歌を高吟したのは良い思
い出です。この校風・伝統は今でも変わらないそう
で、嬉しい限りです。
春夏秋冬、美しく姿を変える城山を朝な夕なに眺
めながら、藩校以来の長い歴史を誇る東高校に
通ったことは、私の人間形成に確かな影響を与え
ています。彦根東高校の門をくぐった皆さんが、そ
れぞれに素晴らしい３年間を過ごされることを確
信しています。

有馬 純さん

Formsを使ったドリル課題
など、ICTを活用した自学自
習のツールもあります。

６月の２週間は午後が東鬼祭の準備
時間になります。３日間の本番に向け
て、生徒主体で企画を準備します。

#体育 #動画で改善
１人1台端末のカメラ機能を活用し、
自分の動きを客観的に分析して
改善を試みます。



部活動のおもな成績（令和３年度）

文芸部・筝曲部・囲碁部…紀の国わかやま総文2021出場
新聞部…全国高校新聞年間紙面審査賞 最優秀賞
GS部（生物班）…第６５回滋賀県学生科学賞県展優秀賞
ELC…全国商業スピーチコンテストレシテーション部門２位
囲碁部…第４５回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権全国大会出場
将棋部…全国高等学校将棋選手権大会出場

ボート部・卓球部…北信越総体2021出場
ボート部…近畿大会（男子シングルスカル）優勝ほか
ハンドボール部…第６４回近畿高等学校ハンドボール選手権大会出場
卓球部…第７５回近畿高等学校卓球選手権大会出場
陸上競技部…近畿高校総体・近畿ユース大会出場
剣道部…第１５回近畿高等学校剣道選抜大会出場
水泳部…近畿大会出場

Culture
新聞 美術 茶道 文芸 ELC（英語）
吹奏楽 筝曲 囲碁 将棋 演劇 料理
GS［物理班・化学班・生物班・地学班・

数学班・社会科学班］ クイズ

福島県立相馬高校との交流をきっかけに、東日本大震災直後か
ら「福島をつなぐ」と題した企画記事に取り組んでいます。平成
23年（２０１１年）夏から津波の被災地などを度々訪問。令和３年
には、校内での意識調査や現地取材のルポを盛り込んで、震災１
０年を振り返る特集号を発行しました。

数学、物理、化学、生物、地学および社会科学の班があり、
研究活動を中心に活動を行っています。研究成果はさまざ
まな大会や学会で研究成果を発表し、各賞を得ています。
令和４年度、社会科学班を新設しました。自治体や大学、民
間企業、本校卒業生の起業家と連携して、まちづくりと
SDGsの達成に取り組みます。

ボート部は、彦根港湾を臨む東
高の伝統的な部活動の１つです。
ボートは競技開始年齢が比較的
遅く、東高ボート部の部員も高校
からボート競技を始める人がほと
んどです。

「目標は甲子園、目的は人間形成」のテーマのもと、高校生活を
実りのあるものとし、豊かな人生の創造をめざして、スポーツ科
学に基づく合理的な練習など、日々の活動に励んでいます。
令和３年度は、小学生向けの野球教室も実施し、地域貢献にも
取り組んでいます。

＜主な経歴＞ 彦根東高校‐早稲田大学‐エスビー食品株式会社
アトランタ五輪 陸上競技10000ｍ日本代表 シドニー五輪 陸上競技5000ｍ・10000m日本代表
アテネ世界陸上 マラソン日本代表 上武大学ビジネス情報学部准教授 駅伝部監督
ＧＭＯインターネット株式会社 ＧＭＯインターネットグループ・アスリーツ監督

彦根東高校での３年間は、その後の私の人生に
大きな影響を与えました。中学校時代の私は、陸上
競技では県大会でも入賞できないレベルの選手
だったので、文武両道で取り組める環境がよいと
考えて彦根東高校に進学しました。同じような志を
持った先輩や同級生に囲まれ、勉強も部活動も創
意工夫して取り組んだ日々が今では懐かしいです。
特に部活動は、専門的指導のできる顧問の先生が
おらず、部員同士でアイデアを出し合って練習に励
んでいました。上級生になり長距離ブロック長と
なってからは、専門書や雑誌を調べたり、強豪校の
先生に練習方法を聞きに行ったりもしました。ソク

ラテスの言葉で『無知の知』というものがあります
が、私の高校生活にはその言葉が当てはまりそう
です。『わからない自分』『できない自分』に気づい
たことで、『知りたい』『できるようになりたい』とい
う探求心や向上心を持って行動する習慣が身につ
きました。またその習慣のおかげで、その後の競技
生活でのスランプも乗り越えることができました。
若い皆さんには大きな可能性とたくさんの選択
肢があります。高い志と自主自律、創造性を重んじ
る彦根東高校の素晴らしい環境の中で、それぞれ
が進む道を見つけられることを願っています。

花田 勝彦さん

令和３年度に在校生の要望で発足した新しいサークルで
す。令和４年２月から２か月間、ヤンマーミュージアム（滋賀
県長浜市三和町）とコラボしたクイズラリーイベントを行い
ました。

私は彦根東高校での三年間を通して、自分の将
来を見据えた上で何をすべきか何をやりたいか
じっくり考えて進路決定をすることができました。
彦根東高校には、夢や目標を掲げそれを達成する
仲間がたくさんいます。要因として、個人の資質や
努力だけでなく次のような環境が整っているから
だと思います。
まず１つ目は自発的に部活動に取り組めることで
す。私が所属していた文芸部では、部員は作品の
提出はもちろん、校正や広告の依頼、部誌の販売
など一から自分達で計画して活動をします。他の
部活動でも、練習内容や活動場所を生徒が決めて
主体的に取り組みます。そうすることで自分の欠
けている部分やするべきことを把握して計画を立

てる習慣がつきます。
２つ目は放課後に充実した講習会が実施される
ことです。大学の先生などをお呼びして、希望者が
様々な分野の講習を受けることが出来ます。私自
身、英語の講習で改めて英語の面白さや幅広さを
実感し、自分は英語関係の道に進みたいと決心す
るきっかけにもなりました。それぞれの分野を専
門とする方の生の声を聞くことができるため、具
体的な将来図の形成にも役立ちます。
彦根東高校での3年間は、何事にも全力で取り組
む最高の仲間とともに最高の環境で学生生活を送
ることができます。社会で生きるための力を養う
貴重な3年間になるはずです。ぜひ、彦根東高校で
実りある学生生活を過ごして下さい。

宮本 萌生さん
令和３年度卒業
大阪大学外国語学部

びわ湖放送で取り組みが報道されました。
「東日本大震災11年 “節目”を“切れ目”
にしないために」（令和４年3月11日放送
３分２０秒～ YouTube）

数学班は[ISEF2018]世界大会
にて、アメリカ数学会１等賞を受
賞しました（日本初）。

サッカー部は、各大会ベスト８を目指し、サッカーの「基本」の質を
高めることに重点を置いて取り組んでいます。
練習ではグループごとにテーマを決めて各自の端末でスライドを
準備し、サッカーを探究する活動を行い、ミーティングを効果的に
実施しています。

ストレッチの効果、4-3-3というフォー
メーションの攻撃の仕方についてなど、自
分たちでテーマを決めて調べます。

サッカー部やソフトテニス部、弓道部は学
校施設に加え、週数回、近隣の金亀公園の
施設も使用します。令和５年度には、人工
芝のサッカーコートが整備されます（予定）。

（金亀公園再整備基本計画より）

全ての部活動の情報は
こちらでチェック！

26の部活動からお気に入りを見つけて、
好きなことを思いっきり楽しもう！

彦根東高校では、文化部・運動部合わせて
２６のバラエティ豊かな部活動が活動中。
1人ひとりが好きなことを追求しています。

Sports
野球 ボート バスケットボール
バレーボール ハンドボール 卓球
陸上競技 ソフトテニス バドミントン

弓道 剣道 サッカー 水泳



cience

Technology

Engineering

Art

Mathematics

大阪大学の研究者の講演▶

僕はバスケ部と囲碁部の兼部を考えていたため、
最初ＳＳコースを選択するか迷っていました。東高
の先生に相談し大丈夫だと聞き、兼部をしつつＳＳ
に入るという決断をしました。結果、どれも最後ま
でやり抜くことができ、とても楽しく過ごせたので
ＳＳに入って本当に良かったです。
特に２年生からの課題研究では、一般的に大学
生や社会人から経験するかもしれない研究活動を
一足早くできたことが大きかったです。実験の計
画・実験道具の準備・実験・結果の記録・考察・発表
という研究に関わる一連の手順、また、実験ノート
への記録・パワーポイント制作といった研究に必要
な基礎的なスキルを学びました。自分達の原稿を
自分達で英訳し発表する機会もありました。難しそ

うだと考える方もいるかもしれませんが、先生方
から指導を受けつつグループで行っていくので心
配はありません。
また、ＳＳでは先輩方や外部の方の研究を知る機
会や企業研修の機会が多く、興味深い話を聞くこ
とができました。東高の研修は国内だけでなく国
外へのものもあり参加は自由ですが、参加者の意
欲は高かったです。僕たちの学年はコロナの関係
で海外研修は実施されませんでしたが、皆さんに
はぜひその機会を活用してほしいです。
ＧＳコースでもクラスメイトと様々な経験をして、
きっと充実した高校生活を過ごすことができるで
しょう。

馬渕 梧生さん
令和３年度卒業
東京大学理科一類

彦根東高校の良いところは、ＳＳクラスの研修や
語学研修など、普段学校ではできない多くのチャ
レンジに参加できる環境だと思っています。私は、
どちらにも参加していたこともあって少し忙しかっ
たですが、その分達成感もあり、自分で考えて自分
で動き、それを他人と共有しあいながら次の段階
につなげることの大切さを学びました。その中で、
友達と楽しくしゃべったり、助け合ったりして、とて
も印象に残りました。ぜひともこういったチャレン
ジに積極的に参加して、自分の視野を広げ、多くの
思い出をつくってほしいです。
また、思い出といえば東鬼祭などのイベントも彦
根東高校の魅力です。縦割りの団やクラスで絆を

深め、一丸となって練習や準備をしました。そう
やってみんなで積み上げてきたものはみんなの中
で大きなものとなったと思います。皆さんも東鬼
祭では最高の思い出を作れるように頑張っていき
ましょう。
最後に、部活も全力で頑張れることも素晴らしい
点だと思っています。私は、クイズサークルとＥＬＣ
(英語クラブ)に所属していますが、どの部活でも、
大会やコンクールに向けての準備や練習では、お
互いを励ましあいながら掲げる目標に向かって切
磋琢磨しています。
改めて皆さん、この彦根東高校で高校生活を思
いっきり全力で楽しみましょう！

三宅竜乃介さん

４期１８年間のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)を礎とし、文系・理系
の枠を越え、総合的な学力や国際性を育む取り組みを行っています。本
年度から、滋賀県教育委員会は文部科学省から『ＷＷＬ（ワールド・ワイ
ド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業』の管理機関に指定され、
本校は本事業の「カリキュラム開発拠点校」として研究開発を進めていま
す。また、本校を中心に海外連携校（６校）と『Trans Asia-Pacific
network (TAP７)』を組織し、相互訪問などの国際交流・ 共同課題研

究の実施・SDGsに関わるディスカッションなどを行っています。

文系理系の枠を超え、イノ
ベーション力を育む教育活動を
行います。
「学びのイノベーション・プラッ
トフォーム（一社）<東京大学生
産技術研究所>」との連携によ
りＳＴＥＡＭ教育を促進します。

俯瞰的・多角的に物事を捉え、社会
的課題などを解決する力を培います。
様々なテーマに関して、多くの教科
を融合した授業を行っています。

大学や企業を訪問して、最先端の研究施設を見学し、研究者に
よる講演や実習を受けます。

▲滋賀医科大学研修

海外の学校との連携
〔オーストラリア2校、アメリカ2校、インド1校 他〕
ＴＡＰでは、定常的な交流を通して異文化理解と実践
的な英語力を涵養し、国際性を育てます。

オーストラリア連携校研修・アメリカ連携校研修 他
海外の連携校と相互訪問を行っています。連携校の
生徒宅にホームステイしながら、授業に加わり、様々な
科学イベント等に参加します。また、放課後はクラブ活
動などにも加わります。

彦根東サイエンス国際フォーラム

グローバル・サイエンス（GS）コース

社会的な課題を解決する力の素地とともに、国際
社会のリーダーとしてふさわしい能力や態度を探
究活動を通じて育てます。
国際性や英語力をベースに、自然科学・人文科学・
社会科学の各領域を総合的に学ぶとともに、専門
分野の領域を深く掘り下げます。

先端科学研修
大学などで研究者を本校に招
いて、講義や実習を実施します。
例） 大阪大学、滋賀医科大学、

名古屋大学 他

Major Minor制
（メジャー・マイナー・リサーチ）
専門性を深めたい２分野を定め、深い
学びに繋がる探究活動を実施します。
例） 物理と日本文学 化学とデザイン学

World View
オンラインを活用し、さまざ
まな国の高校生と社会問題や
環境問題の情報交換を行い、
課題研究活動につなげる。

グローバルセミナー
世界で活躍している本校OBなどによる講演やディスカッショ
ンを行います。

高度な教育活動のための
設備も十分にあります。

▼マイクロコンピュータを用いた振動台 ▼3Dプリンター

▲屋上の天文台

興味関心のある身近な自然科学
や社会科学などを対象に、グルー
プ別に研究課題を設定し、実験・観
察及びフィールドワークを通して研
究活動を行います。研究成果は多
くの発表会や学会などで発表し高
く評価されています。

数学のテーマで研究を行ったグルー
プが「2020年度SSH生徒研究発表
会」において、『科学技術振興機構理
事長賞〔全国2位相当〕』(滋賀県初)を
受賞しました。

◀サイエンス・

ダイアログ講義

▲海外研修

これまでに、感染症、プラス
チック問題、時間の流れ等、
物事を多面的に捉える教材
を開発・実施しています。

▲京都大学
エネルギー理工学研究所▲（株）東レでの研修 ▲数学発展講座

▲京都大学
生態学研究センター

関西研修
大阪・神戸の研究機関や
施設を訪問し、先端技術・
研究に関する知識と理解
を深めます。

▲産業技術総合研究所▲理化学研究所(神戸)

このほかにも、外国人講師による授業・ＨＲ指導、裁判所訪問研修、
グローバル企業研修、彦根東サイエンスアイデアコンテストなどGS
コースだけの特別プログラムも予定されています。

ＴＡＰの連携校が参加し、フォーラ
ムを開催しています。昨年度はオン
ラインで、本年度は本校に集まって
行います。

このほかにも短期交換留学制度、English
Enhancement Seminar、サイエンス・ダ
イアログ講義、海外大学への進学制度など、
様々なチャンスがあります。

科学・技術・工学・アート・数学の５つの領域を
融合した教育を「STEAM教育」と呼びます。

イノベーション力講座
新たな技術や商品開発を行っている大学や企業の研究
者や技術者による講義や実習を行います。

東高のグローバル
教育・サイエンス
教育の詳細は
こちらでチェック!

※GSコースは、これまでのスーパーサイエンス（SS）コースを
発展させ、令和３年度より新設されました。



ＪＲ主要駅からの
所要時間

近江鉄道主要駅からの
所要時間

彦根駅までのアクセス

彦根駅からのアクセス

彦根東高校までのアクセス

大 津・・・・・・３８分
草 津・・・・・・２７分
守 山・・・・・・２３分
近江八幡・・・・・・１４分
能 登 川・・・・・・ ８ 分
米 原・・・・・・ ５ 分
長 浜・・・・・・２５分
高 月・・・・・・３３分
貴 生 川・・・・・・５６分
近江今津・・・・・・５３分

水 口・・・・・・８０分
京セラ前・・・・・・４７分
八 日 市・・・・・・３４分
高 宮・・・・・・ ８ 分
米 原・・・・・・１ １分

滋賀県立彦根東高等学校
Shiga Prefectural HIKONE HIGASHI High School

〒522-0061 滋賀県彦根市金亀町４番７号
TEL0749-22-4800 FAX0749-26-3879

彦根東高等学校の最新情報はホームページで‼
http://www.hikonehg-h.shiga-ec.ed.jp/

＜主な経歴＞
彦根東高校‐早稲田大学‐岩波映画製作所‐テレビ東京
ジャーナリスト（テレビ出演・著書多数）

彦根東高校は、旧制時代は彦根中学で、
小学校のときから彦根中学に入って野球
部に所属し、甲子園大会に出場するのが
夢でした。当時は進学校がほかにありま
せんでしたので、彦根東高校に進むこと
にしました。
高校時代、先生に「高校は大学受験のた
めの詰め込みばかりでつまらない。そも
そも、なぜ大学に行かないといけないの
か、なぜ就職しないといけないのか、人生
とはどういうことなのか、生きるとはど
ういうことなのか」と尋ねると、先生が面
白がって若い哲学者を紹介してくれたり、

田原総一朗さん

わざわざ泊まりがけで先生も一緒にお寺に訪問して、科学技術
が発達してもなぜ宗教が持続するのか、なぜ人間は宗教を求め
るのか、という説明をお坊さんと先生からわかりやすく受けたり
して、とても素晴らしい青春時代でした。
これからの時代を築いていくみなさんには、同調圧力に負けず、
自分の頭で考え、自分の言葉で発言する人間になってほしいと
願っています。
なお、私は野球部には所属しましたが、正選手にはなれず、私
たちの代には甲子園出場も叶いませんでした。

学校説明会のご案内

８月１８日(木)午前
８月１９日(金)午前
学校概要 入試説明
在校生のパネルディスカッション
体験授業 部活動見学 質問コーナー
校舎見学 など

11月５日(土)午前
学校概要 入試説明
在校生のパネルディスカッション（英語）
部活動見学 質問コーナー
校舎見学 など


