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高齢化社会に対応でき
る看護師を、最短期間
の５年一貫で育成して
います。

さぬき・東かがわエリア
唯一の看護科 !

　寒川高等学校は美しい緑に囲まれた、生徒の笑顔あ
ふれる学校です。特色ある教育・環境・サポート態勢
で、様々な分野で活躍できる人材を育成しています。
　また『学校は真の人間教育を行う道場』という創設
者藤井和市翁の教学の理念のもと、開学以来、人間教
育を大切にした育成を行っています。この理念を基と
した校訓「誠実・勤勉・礼節」は、真の人間に求めら
れている基本精神であり、本学の建学の精神です。

寒川高校はどんな学校？

寒川高校のここが凄い！

誠実 勤勉 礼節

専用野球場など、優れた施
設・設備の数々が部活動や
勉強などで使用できます。

充実した施設・設備！

教養豊かで国際感覚に優れ
た、様々な分野で活躍でき
る人材を育成しています。

H28年度に国際教養
コースを新設！

全国レベルの部活動がい
くつも活動しており、輝か
しい結果を残しています。

全国を舞台に
飛躍する部活動 !
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寒川高校の動画案内
QRコード対応の携帯電話で、
カメラからスキャンして下さい。

※動画はYouTube限定公開配信となっています。検索ではアクセス
いただけません。QRコードか直接 URL を入力して下さい。

　https://youtu.be/brf9CuIv8cU



少しでも早く
看護師になりたい！

しっかりとした看護
の教育を受けたい！

一般・専門教科の学習！

校内・校外での実習！

より高度な
校内・校外での実習！

専門的な技術を身に
つけたい

力をつけて自分の夢
を見つけたい

普通科 総合コース 基礎学力アップ！

講座を受講して
資格を取得！

進学・就職に向けて

得意な運動で進路を
開きたい

運動能力を鍛えて
部活動で活躍したい

普通科 スポーツ選択コース 運動技能を伸ばす！

内面と学力も鍛える！

チームワークも
リーダーシップも！

国際教養を学んで
世界で活躍したい！

異文化理解を深め自分
の世界を広げたい！

普通科 国際教養コース コミュニケーションを
学ぶ！

国際社会を知る！

大学進学を目指して！

看護科・看護専攻科

年 年 年
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外部講師による授業！

看護師国家試験へ！

さぬき市民病院看護師
（平成26年度専攻科修了）
上田　未久
　今振り返ると５年間は長くて短く、看護師になるための土台を
しっかりと固めることができたと思います。また、勉強だけでな
く先生方、クラスメートとの出会いは現在の私にとっても大きな
宝物となっています。
　現在は HCU に所属しています。HCU は急性看護の現場であり、
当初は大変なことも多かったですが、様々な医療機器が見られ、
また他職種と携わることができ、今はやりがいを感じながら日々
看護を行っています。患者様が生命の危機を脱し、HCU を退室
する時は達成感が得られます。これからも患者様１人ひとりに合っ
た看護が行えるように頑張っていきたいと思います。

普通科総合コース
【就職】
株式会社オートバックス香川
株式会社マルナカ　　　株式会社喜代美山荘　花樹海
株式会社味彩工房　　　鎌長製衡株式会社
四国ドック株式会社　　四国電線株式会社
西村ジョイ株式会社　　大川自動車株式会社
有限会社美容室さかもと

【大学・短大】
徳島文理大学　理工学部ナノ物質工学科　　徳島文理大学　香川薬学部薬学科
徳島文理大学　文学部文化財学科　　　人間環境大学　人間環境学部心理学科
広島工業大学　情報学部情報工学科　   高松大学　経営学部経営学科
高松短期大学　保育学科　　　　  　 　香川短期大学　生活文化学科

【専門学校】
エコール辻大阪　日本料理科
岡山理科大学専門学校　アクアリウム学科
香川県美容学校　衛生専門課程美容学科
香川県立農業大学校　花き園芸コース
学校法人穴吹学園専門学校穴吹ビューティカレッジ
美容学科ヘアー・メイク専攻
四国医療専門学校　理学療法学科
四国総合ビジネス専門学校　ビジネス情報科医療事務コース
キッス調理技術専門学校　昼間部１年制コース
神戸理容美容専門学校　美容科
高松高等技術専門学校　電気システム科
大阪芸術大学付属大阪美術専門学校　デザイン科

普通科スポーツ選択コース
【就職県内】
アオイ電子株式会社　　三ツ星物流工産株式会社　四国事業所
四国航空株式会社　　　株式会社タイホー
四国電線株式会社　　　株式会社トーカイ
泉鋼業株式会社　　　　エム・ビ・エル・総合サポート株式会社

【就職県外】
川崎重工業株式会社　　ミサキ電気株式会社

【大学】
日本大学　国際関係学部国際総合政策学科
大阪学院大学　商学部商学科
大阪国際大学　人間科学部人間健康科学科
阪南大学　経済学部経済学科
徳島文理大学　人間生活学部心理学科
広島経済大学　経営学部経営学科
岡山商科大学　経済学部経済学科
松山大学　経済学部経済学科
追手門学院大学　経営学部情報システム学科
拓殖大学　国際学部国際学科
至誠館大学　ライフデザイン学部ライフデザイン学科

普通科国際教養コース
【大学】
立命館大学　法学部法学科
追手門学院大学　経営学部経営学科
金沢学院大学　人間健康学部スポーツ健康学科
京都外国語大学　外国語学部日本語学科
京都産業大学　経済学部経済学科
神戸学院大学　法学部法律学科
宝塚医療大学　保健医療学部理学療法学科
天理大学　国際学部外国語学科
名城大学　法学部法学科
桃山学院大学　経済学部経済学科

【短大】
大阪国際短期大学

【専門学校】
近畿リハビリテーション学院　第一理学療法学科
関西経理専門学校　不動産コース

看護専攻科
さぬき市民病院　　　　　香川県立病院
香川県済生会病院　　　　屋島総合病院
ＫＫＲ高松病院　　　　　心臓病センター榊原病院
川崎医大附属病院　　　　りつりん病院
岸和田徳洲会病院　　　　クワヤ病院
西山脳神経外科病院　　　ペガサス馬場病院
六甲アイランド甲南病院　京都きづ川病院　　　
高松平和病院　　　　　　国立病院機構徳島病院
京都回生病院　　　　　　国立病院機構高松医療センター

株式会社 さぬき市 SA 公社
（平成30年度卒業）
岩澤　辰哉
　私は寒川高校で担任の先生から「挨拶の大切さ」を
学び、加えて、いくつもの資格を取るため努力しまし
た。
　入社してからは、接客業務・管理業務・事務・製造
など各部署によって求められる人材が違うので、多種
多様に対応できるよう、日々頑張っています。

株式会社 チェングロウス
（平成30年度卒業）
板野　真治
　バレーボール部主将を務め、３年間を通して社会
人として大切な礼儀やマナー、言葉遣いを徹底して
学びました。
　会社の援助で「自動車整備士２級」の資格を取る
勉強をしながら、（株）オートバックスで「自動車
のメンテナンス」を主に仕事として頑張っています。

京都産業大学経済学部
（平成30年度卒業）
山地　敦士
　国際教養コースでは、韓国語・ロシア語の授業や、
海外の異文化理解、国際情勢のディベートなど、充
実した学びと経験が得られました。
　大学へ進学してからは、自分の将来の目標に向
かって、精一杯取り組んでいます。高校で得た財産
を武器に、悔いのない大学生活を過ごしたいです。

年専攻科 年
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普通科総合コースでは基礎学習を重ねて、しっかりと学力を身につけます。そして専門
家の方を招いて特別講座（寒川テクノロジー）を行っています。この特別講座では資格
の取得や、様々な技能・教養などを身につけることができます。

基礎学力の重視と特別講座、また手厚い進路へのサポートで、本校生徒の進学・就職率
は常に 100％を達成しています。

勉強と資格の取得

就職・進学率１００％達成

スペシャリ ストを

めざして。
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はじめの 1 年は「基礎学力講座」
を行い、バランスよく学力をアッ
プさせます。これは、今から教
科の弱点を無くしていくことで、
３年後に万全の体制で進学や就
職に臨むためです。
勉強について中学生の時の復習
も行いますので、今苦手なこと
も克服できます。

（土日の短期講座を受講して１年
生から資格の取得もできます。）

２年から寒川テクノロジー講座
で講座や検定を受けることで

『資格』を取得できます。進学・
就職の時に役立つでしょう。
また、自分の趣味を高め、内面
を成長させる講座もあります。

３年間通して生徒に合わせた進
路指導を行っています。大学や
専門学校、職場を見学して、進
路の参考にします。進路研修会
では、外部講師を招き専門家の
説明を聞き、体験学習も行って
います。

基礎学力講座

短期講座（土日）

進路サポート

学力向上

短期講座（土日）

進路サポート

学力向上

短期講座（土日）

進路サポート

学力向上
寒川テクノロジー
資格・検定講座

進学・就職対策

VOICE

資格取得
で競争力を
つける

基礎学力を
しっかりと
つける

内面を育てて
可能性を
広げる

スペシャリ ストを

めざして。

１年　河端　玲亜那
（山田中学校出身）

寒川高校の先生方は、
とても優しく、熱心に
指導をしてくれます。
まだ将来の夢が決まっ
ていない人もきっと寒
川高校で見つけること
ができると思います。
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1 アーク溶接講座
生産工場や建設現場などで行われている、電気の
放電を利用した溶接法の資格取得を目指します。

2 小型クレーン 玉掛け運転技能講習講座
座学と実技の講座を受講して、クレーン・玉掛け
の運転資格が得られます。実際にクレーン車を
使ってコマック教習センタの先生が指導します。

3 クッキング講座
いろいろな料理を皆で協力してつくります。

寒川テクノロジーでは大学入試でも利用されている漢字検定に向けて漢字学習や、ク
レーン・玉掛け講座にガス溶接、パソコン講座などで資格の取得ができます。また、クッ
キング講座や陶芸講座など趣味を高める講座もあり、卒業後その道に進んだ卒業生もい
ます。

講座で学んで、資格取得

4 硬筆検定講座
正しく漢字を読む力や美しい文字を書く力をつ
けて検定合格を目指します。 1 2

3

4
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漢字検定３級以上 ••••••••••••••••••••••••••••••• 8 人
硬筆検定３級以上 ••••••••••••••••••••••••••••••• 7 人
簿記実務検定３級以上 ••••••••••••••••••••••••••• 9 人
文章デザイン検定試験３級以上 •••••••••••••••••• 6 人
プレゼンテーション作成検定検定３級以上 ••••••••• 7 人
情報処理検定（表計算） •••••••••••••••••••••••••• 3 人
日本語ワープロ検定 ••••••••••••••••••••••••••••• 6 人

小型車両系建設機械（３トン未満） ••••••••••••••33 人
アーク溶接等の業務 ••••••••••••••••••••••••••••29 人
玉掛け・移動式クレーン ••••••••••••••••••••••••29 人
高所作業車技能（10 メートル未満） •••••••••••••33 人

◇ 漢検・硬筆は通年受講。ガス溶接講座は土日の短期講座。他は学期ごとの講座。
◇ １年生は基礎学力講座のみ。ガス溶接講座の土日の短期講座は受講可。
◇ 漢検・硬筆は各自のレベルで受験。他は基礎教養講座。

講　　座　　名 １ 学 期 ２ 学 期 ３ 学 期 資格・検定 短 期
基 礎 学 力 講 座 ■ ■ ■ ■ ■
漢 字 学 習 講 座 ■ ■ ■ ■ ■
硬 筆 学 習 講 座 ■ ■ ■ ■ ■
和 太 鼓 講 座 ■ ■ ■ ■ ■
パ ソ コ ン 講 座 ■ ■ ■ ■ ■
簿 記 検 定 ■ ■ ■ ■ ■
ク ッ キ ン グ 講 座 ■ ■ ■ ■ ■
パ ワ ー シ ョ ベ ル 講 座 ■ ■ ■ ■ ■
高 所 作 業 車 講 座 ■ ■ ■ ■ ■
ク レ ー ン・ 玉 掛 け 講 座 ■ ■ ■ ■ ■
ア ー ク 溶 接 講 座 ■ ■ ■ ■ ■
クレーン運転業務（5トン未満） ■ ■ ■ ■ ■

平成30年度検定合格者

平成30年度資格取得人数

5 漢字学習講座
漢字検定は入試の時や、社会に出ても大きく
役立ちます。

8 パソコン講座
基本となるキーボード入力の学習から検定合
格までを目指します。Excel、Word の技能も
学びます。

6 高所作業車技能
10m 未満の高所作業車の操作ができる資格取
得を目指します座学で基本を学び、実際に運
転を行います（建設業への就職が有利になる
技能です）。コマック教習センタの先生が指導
します。

9 和太鼓講座
日本の伝統芸能・楽器である和太鼓にふれ、
演奏の中で他人との協調を学んでいきます。
また、空間いっぱいに鳴り響く和太鼓の音を
通じて、失敗を恐れずに自己をアピールする
能力を身につけます。

7 パワーショベル講座
3t 未満のパワーショベルの操作ができる資格
取得を目指します。座学で基本を学び、実際
に運転を行います（建設業への就職が有利に
なる技能です）。コマック教習センタの先生が
指導します。

5
6

7

8

9
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本コースでは、運動技能に優れた生徒の実力をさらに伸ばすため、体育の授業時間数を
大幅に増やしています（野球・サッカー・バスケットボール・バレーボール・ゴルフ・
柔道など、授業として専門体育の時間を設定）。また、精神面での成長も重視しています。
中学校の時よりも専門的な、きめ細やかなアドバイスとサポートを受けることができま
す。ここで「心・技・体」のそろった理想のアスリートを目指します。

スポーツ選択コースではチームワークを重視し、様々なことに協力して取り組む大切さ
を学びます。在校時はもちろん、卒業して社会に出てからも必要となることです。

心・技・体を鍛えて理想のアスリートになろう

チームワークを育む

真のアスリートに

なる。
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通常の体育
+

専門体育
毎週５時間以上確保

通常の体育
+

専門体育
毎週５時間以上確保

通常の体育
+

専門体育
毎週５時間以上確保

進路サポート

学力向上

進路サポート

学力向上

進路サポート

学力向上

専門的な運動技術を伸ばし、必
要な知識をさらに高めるために
野球・サッカー・バスケットボー
ル・バレーボール・ゴルフ・柔
道を「専門体育」として週５時
間以上を確保しています。

チームとしての力を最大限発揮
するため、団結力や協調性を育
むことを重視しています。

また運動・部活動をするための
専用スペースや機器が設けられ
ていたり、充実した運動環境が
整っています。

スポーツ選択には、運動だけで
はなく学力向上のためのしっか
りとしたサポートがあります。
進路のための学力づくりに１年
時から取り組み、苦手をなくす
ようにしています。

6

心・技・体を鍛えて理想のアスリートになろう 集団での
活動に
適応する

心・技・体を
バランス良く
鍛える

学力を
しっかりと
つける

真のアスリートに

なる。

VOICE

１年　加藤　　將
（勝賀中学校出身）

寒川高校に入学して成長
できたと感じています。
スポーツ選択コースで
他の部活動と切磋琢磨
して自分の技術を高め、
全国大会優勝と、その
先にあるプロゴルファー
になるため、日々練習に
取り組んでいます。
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9

今後、より重要になっていく国際社会でのコミュニケーション能力を身につけ、優れた
国際感覚・国際教養を通して様々な分野で活躍できる人材を育成しています。国際社会
を生き抜くための大切な基礎となります。
英語をはじめとした語学はもちろん、世界各国の文化を学び、国際感覚を身につけます。
また、外国からの留学生を受け入れています。現在は韓国から５名の生徒が在籍し、お
互いが刺激を受け、より身近に国際感覚が磨かれています。

身につけた国際感覚を更に伸ばす学力向上プログラム、進学支援で大学進学を目指し、
将来の可能性を広げていきます。

国際感覚の育成

更なる可能性を広げる大学進学

国際感覚を  磨こう。
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世界に目を向けるため１年次に
ロシア文化、２年次にポルトガ
ル文化、３年次にヨーロッパ文
化を学んでいます。

これまでの学習の復習だけでな
く日々の授業の予習や大学受験
を見据えた自主学習にも対応し
た学習支援システム「スタディ
サプリ」は部活動と学業の両立
を目指す生徒にとって強い味方
となっています。

国際文化理解
（ロシア文化等）

進路サポート

学力向上

国際教養の学習

国際教養の学習

国際社会事情

国際社会事情

専門体育

数学演習

国語・英語演習

進路サポート

学力向上

進路サポート

学力向上

国際感覚の育成

国際政治・国際経済の仕組みや
経済格差等を多面的に学びま
す。グローバルな視点から自分
の考えを導き出す力を養ってい
ます。

現在、学びの形が大きく変わろ
うとしています。生徒が主体的
に活動し、自分の意見をまとめ、
まとめた考えを他人に伝えて
発表するという「アクティブ・
ラーニング」もその一つです。
これまで以上に深い理解につな
げていきます。

国際感覚を  磨こう。

大学進学を
目指す

国際社会への
関心と理解を
深める

体験を通して
内面を磨く

VOICE

１年　市川　航都
（瑞浪中学校出身）【岐阜】

国際教養コースでは、
みんなで協力して、互
いに教え合いながら学
んでいます。先生方も
丁寧に教えて下さるの
で、とても分かりやす
いです。高いレベルで、
文武両道を頑張ってい
ます。

12

国際文化理解
（ポルトガル文化等）

国際文化理解
（ヨーロッパ文化等）



国際的なコミュニケーションを学ぼう

本校の看護科は東讃（さぬき市・東かがわ市・三木町・高松市東部）唯一の看護科で、
これから必要とされる看護師の知識や技術を身につけて、高齢化社会に対応できる看護
師を育成しています。入学から５年間の一貫教育が特徴で、他のルートと比べ最短期間
で看護師資格を取得することができます。専攻科への入試がないことでじっくりと看護
が勉強できる環境が整っています。

ナイチンゲールの著書『看護覚え書』に看護とは「環境や清潔を適切に整え、食事を適
切に選択し与えること」「患者の生命力の消耗を最小にするように整えること」とありま
す。120 年も前に看護についての礎を築き、看護が専門職として認識されるようになっ
たのも彼女の功績です。
看護科では５年間を通して、『看護覚え書』を読み、ともに “ 看護とは ” を考えています。

最短期間（５年）で看護師国家試験へ

看護の心を養い育てる

最短期間で

看護師へ。
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専門科目

校内実習
臨地実習

学力向上

進路サポート

学力向上

進路サポート

専門科目

校内実習
臨地実習 学力向上

進路サポート

高度な
専門科目

高度な校内実習
高度な臨地実習

外部講師

学力向上

進路サポート

高度な
専門科目

高度な校内実習
高度な臨地実習

外部講師

国家試験に
向けた学習

学力向上

進路サポート

専門科目

校内実習
臨地実習

専攻科進学
入試なし

看護師国家試験受験資格

高校３年間で学んだ基礎を
もとに、より高度な２年間
の看護教育を受けます。

学校内にある実習室で、まず看護の基礎を
学びます。様々な実習を行い、知識や技術、
看護に対する心構えを養った後、県内の病
院や保育所などで、臨地実習を行います。

看護科では一般教科
の授業もしっかりと
行っています。また、
部活動でも活躍してい
る生徒が多くいます。

最短期間（５年）で看護師国家試験へ

最短期間で

看護師へ。

戴帽式

2 年生になると戴帽式があ
ります。一人ひとりがナー
スキャップを受け、責任の
重さと看護の意味を自覚し、
新たに看護の道を進みます。

VOICE

１年　多田　愛花
（志度中学校出身）

先 生 方 は、 教 科 書 に
載 っ て い な い こ と で
も、実際に必要になる
ことは、丁寧に教えて
下さいます。また、分
からないことも、質問
しやすいので、さらに
興味を持って勉強でき
ます。

医師、薬剤師、臨床心理士、社会福祉士、臨
床検査技師など、専門分野では多くの外部講
師による授業を行っています。より生きた専門
知識を学び、看護師資格取得に向けて総合的
な力をつけます。

看護短期大学・専門学校３年
看護大学４年

普通科（他校）

専攻科
14



看護科では各学年において、まず校内実習を行い看護のスキルを身につけます。柔軟な発想と心を
持ち、感受性豊かな早い時期から専門教育を受けることで、生命の尊さを肌で感じ取り、大切にし
ていく看護の心を育んでいきます。

看護科教員の指導は、身近なことから専門的なことまでいろいろです。
校内実習の後、病院等の施設で臨地実習をします。その目標は「看護に関する各科目において、習
得した知識と技術を臨床の場で活用し実践する経験を通して、看護観を育み、問題解決の能力を養
うこと。また、チーム医療に携わる様々な職種の役割及び保健医療福祉との連携・協働について理
解し、臨床看護を行うために必要な能力と態度を育てる。」ことです。教員のサポートの中、生徒
は現場で貴重な経験を積むことができます。

看護の基礎知識・技術・心構えを学ぶ

1 小児看護実習
  （観察・授乳・着替え・ 沐浴）
 a（着替え）新生児の着替えを行います。
 b（沐浴）しっかりと支えて、やさしく洗います。
 c（観察・授乳）新生児の目を見つめながら授乳します。
 d（バイタルサイン）新生児のバイタルサインの測定をし
　ます。

1a

1b 1c

1d
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2 呼吸音聴取の実習
正確なバイタルサイン（体温・脈拍・呼吸・血圧・
意識状態）を把握します。

5 創部の消毒
消毒液のついた減菌綿棒で創部の消毒の実習を
しています。

3 点滴の滴下数調整の実習
しっかりとよく見て点滴の速度を適切な速さにな
るように管理します。

6 バイタルサイン測定（血圧）
水銀レスの血圧計を使用して正確な血圧を測
定しています。

4 車いすでの移送の実習
　（在宅実習室）
車いすの特性をよく理解し、患者さんの安全な
移送を心がけています。

●５年課程　（看護科３年）（看護専攻科２年）
●定員40名／男女入学可

看護科・看護専攻科の学習
●座学による看護知識の修得
●看護実習室・在宅看護実習室で行う看護実習
●外部講師による専門科目授業
●校外で行う臨地実習

課　程

得られる受験資格
１ 看護師国家試験受験資格
２ 保健師学校受験資格
３ 助産師学校（女子）受験資格

 卒業後の進路

年度 県内 県外

看護専攻科
H28 25 9
H29 12 3
H30 21 7

合格率

100%

看護師国家試験
平成29年度

2

3

4

5 6
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（イメージ図）

 S H R　08:40 …08:50
１　限　08:55 … 09:45
２　限　09:55 … 10:45
３　限　10:55 … 11:45
４　限　12:10 … 13:00
昼休み　13:00 … 13:20
清　掃　13:20 … 13:30
５　限　13:35 … 14:25
６　限　14:35 … 15:25
 S H R　15:25 … 15:35
７限（特別）　15:40 … 16:30

完全
週５日制

全教室
冷暖房完備

希望者の
特別課外

１年次から興味のある仕事の一部を体
験し、進路選択の参考にします。

寒川の授業は、わかりやすさを意識
しています。もっと知りたいところ
があったら、先生に質問してみま
しょう。丁寧に説明してくれます。

基礎学習の寒川教科書をはじめ、漢
字検定を意識した漢字プリント学習
など、しっかりとした学力が確実に
身につくように工夫しています。

調べ物にはパソコンを使う情報処理
室や、たくさんの本がある図書室が
あります。

３年次に理想の社会人像や心構えを聞
いて、職業意識を向上させます。

国家試験の合格に向けて、看護科の全
教員が手厚くサポートします。

２年次に大学や専門学校を訪れて見学
し、学習内容を確認します。

外部講師を招いてマナー等を学んだ
り、面接練習・相談会を行います。

専門の支援員を配置し、採用情報の開
示、試験対策を指導します。

進路研修会

よくわかる授業 よりわかる学習 すぐわかる環境

進路講演会

看護科サポート

進路見学会

進路ガイダンス・進路相談会 就職支援員

高校生になると、今までよりも教わる内容が難しくなります。寒川高校では
基本を大切にした３つの『わかる』で皆さんをしっかりとサポートします。
高校での勉強に不安があっても心配はいりません。

毎年到達度テスト、適性検査、進路希望
調査を１学期の初めに実施し、到達度や
進路希望などを確認します。１・２年次
には基礎学力の定着や資格取得にチャレ
ンジするほか、３年次には面接練習に取
り組みます。

勉強をサポート

進路をサポート

専門学校

30%

大学

40%

看護
専攻科

22%

その他

進学短大 就職
24%

19%

12%
10%

10%

8%

6%

4%

サービス

製造加工

販売
製造組立

生産・工程

建設・土木

自衛隊

運輸 4%

農業漁業
3%

医療・福祉
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寒川高校には集中して部活動に打ち込める運動施設と、勉強に取り組める学習設備があ
ります。能力を最大限に引き出す場所であるのと同時に、集団行動の場として他人に親
切にし、助け合い、思いやる大きな心を持つことを学ぶ場所でもあります。

毎日の活動を支える施設と設備

ナイター設備、アプローチ練習場、オートセッターシステム、そして２種類の天然芝のパッ
ティンググリーンも兼ね備えた全国に誇れるゴルフ練習場です。全校生徒が体育の授業でも
利用します。

藤井学園指定 ゴルフ練習場

運動部員が日々生活する学生寮です。共同生活の大切さを学びながら、楽しい毎日
を送っています。

青雲寮・寒川藤和寮（2019年新設）

寒川高校には雨天でもテニスをプレイできる全天候型のオムニコートや、200 畳
の広さがある武道場があります。体育館では部活動、式典などが行われ、２階に
トレーニングマシーンを完備しています。また、図書室には 15,000 冊以上の様々
な本があり、情報処理室（コンピュータルーム）ではパソコンを使って様々な情報
技術を学ぶことができます。

その他設備

甲子園出場を果たした、野球部の専用グランドです。夢の舞台甲子園に立つための
練習を日々重ねています。学校のすぐ近く（徒歩６分）にあり、ナイター設備や雨
天投球練習場も完備しています。

野球部専用野球場

看護科実習室 在宅看護実習室
病室を模した造りになっています。
ベッド、保育器などがあり、実習用
モデル人形や新生児人形など本物に
近く作られています。

和室や風呂場、トイレなど「普通の
家庭の間取り」と同じように造られ
ています。老年看護や専攻科での在
宅看護論の実習で使用しています。
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寒川高校には県大会、四国大会で優勝や準優勝を重ね、国体、イン
ターハイ等全国大会で活躍する運動部や、独自の校外活動、コンクー
ル、展覧会で評価を得ている文化部があります。

高い目標に挑戦していこう
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◆野球部
◆サッカー部
◆ゴルフ部
◆バレーボール部
◆バスケットボール部
◆柔道部
◆ソフトテニス部
◆バドミントン部
◆チアー・ダンス部
◆卓球部

◆応援部
◆吹奏楽部
◆書道部
◆ボランティア部
◆軽音楽部
◆ビジネス研究部
◆まんが同好会
◆写真同好会

運動部

文化部

野球部監督
太田　弘昭

サッカー部監督
岡田  　勝

ゴルフ部監督
吉岡  一郎

バスケットボール部監督
牧田  　茂

柔道部監督
長谷井  清人

吹奏楽部顧問
小林  遼香

バレーボール部監督
鷺岡  　寛

■野球部
（平成 27 年度）第 97 回 全国高等学校野球選手権大会
　　　　　　　　　　　　　　香川大会優勝　甲子園出場（２回目）

（平成 30 年度）春季四国地区高等学校野球香川大会　　　　準優勝

■サッカー部
（平成 27 年度）第 94 回　全国高等学校サッカー選手権香川県大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準優勝

（平成 27 年度）香川県新人大会　　　　　　　　　　　　　優勝
（平成 28 年度）第 95 回　全国高等学校サッカー選手権香川県大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準優勝

（平成 28 年度）四国高等学校サッカー選手権大会　　　　ベスト４
（平成 29 年度）香川県新人大会　　　　　　　　　　　　　 準優勝
（平成 30 年度）香川県高等学校総合体育大会　　　　　　　第３位
（令和元年度）　 香川県高等学校総合体育大会　　　　　　　第４位

■ゴルフ部
（平成 28 年度）四国高等学校ゴルフ選手権大会　団体の部　 優勝
（平成 28 年度）全国高等学校ゴルフ選手権大会　団体の部　 出場
（平成 28 年度）香川県高等学校総合体育大会　　団体の部　 優勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　個人の部　優勝　黒川　逸輝

（平成 28 年度）第 37 回四国高等学校ゴルフ選手権春季大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優勝　黒川　航輝

（平成 29 年度）四国高等学校ゴルフ選手権大会　団体の部　 優勝
（平成 29 年度）全国高等学校ゴルフ選手権大会　団体の部　 優勝

（平成 29 年度）香川県高等学校総合体育大会　　団体の部　 優勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　個人の部　優勝　加藤　　渉

（平成 29 年度）第 44 回香川県アマチュアゴルフ選手権競技
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優勝　加藤　　渉

（平成 29 年度）全国高等学校ゴルフ選手権春季大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第７位　加藤　　渉

（平成 30 年度）四国高等学校ゴルフ選手権大会　団体の部　準優勝
（令和元年度）　 香川県高等学校総合体育大会　　団体の部　　優勝
（令和元年度） 　四国高等学校コルフ選手権大会　団体の部　　優勝

■バレーボール部
（平成 28 年度）四国高等学校バレーボール選手権大会　　　　出場
（平成 28 年度）第 69 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　　　　　　　　　　　　　３位

（平成 29 年度）四国高等学校バレーボール選手権大会　　　　出場
（平成 29 年度）第 70 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　　　　　　　　　　　　　３位

（令和元年度）　　四国高等学校バレーボール選手権大会　　　　出場

■柔道部
（平成28年度）　　香川県高等学校総合体育大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　男子個人　第3位　南　　拓也

（平成30年度）　　香川県高等学校総合体育大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　男子個人　第3位　中野　佑麻

（令和元年度）　　　香川県高等学校総合体育大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　男子個人　第3位　吉本　大河

部活動実績
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『学校生活を楽しく過ごしたい』寒川高校には、その気持ちに応える学校行事がたくさんあります。それは生徒・
保護者・教師が一体となって創りあげる大切なものです。体育祭・HR 遠足・寒川高校祭・修学旅行・先輩を送るフェ
アウェルパーティーなど、楽しい行事がもりだくさん。時を経てからも、それらは良い想い出となって心に残る
でしょう。また、これらの行事は友人達との友情を深め、自分自身をより深く知るきっかけにもなります。

学校生活を楽しく過ごそう

4 5 6 7 8 9
始業式・部活動紹介・
入学式
新入生特別教育

体育祭 県総体 クラスマッチ・終業式
高校野球大会応援
看護キッズオープンス
クール

看護科体験入学
オープンスクール
（スポーツ）

始業式
寒川高校祭

体育祭
寒川の体育祭は春の一大イベントです。クラスの力をひ
とつにして各種目での勝利と、体育祭全体の成功を目指
します。

HR 遠足
教室の外に出て楽しく一日を過ごすことで、クラスの親
睦を深めます。学校生活を送るためのまとまりを作りま
す。

修学旅行（北海道）
普段できないことを体験するため、北海道では支笏湖氷
濤まつりの見学や、スキー、スノーボードなどに挑戦し
ます。
またクラス別研修では、集団生活を通し仲間との親睦を
深めるためクラスオリジナルコースを計画して、バター
作り、パラセーリングなどに取り組みます。

修学旅行（海外）
寒川高校は社会のグローバル化に対応できる国際感覚を
養うための教育を推進しています。
その一環として海外への修学旅行を実施しています。
３年前は台湾、昨年度はシンガポールに行きました。

寒川高校祭
アイデアあふれる教室展示、笑いの絶えないステージや、
美味しいと評判の屋台も人気です。
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10 11 12 1 2 3
戴帽式
オープンスクール
（全体）

全校奉仕作業 クラスマッチ
終業式

始業式
入学試験

修学旅行（２年）
フェアウェルパーティー
（３年生を送る会）
看護師国家試験

卒業式・修了式
終業式

さんがわQ&A

寒川高校では、習熟度にあわせて、
皆さんをサポートします。その１
つ「寒川教科書」は基礎学力の向
上を目的とした手作り教科書で、
中学校の復習から取り組めます。
苦手をそのままにせずに、勉強を
続けていくことができます。寒川
高校にはこのように体制がしっか
りと整っています。

現在は、「高等学校等就学支援金」
「香川県私立高等学校授業料軽減
補助金」のほか、各種奨学制度も
あり、負担は大幅に軽減されます。
詳しくは「令和２年度生徒募集要
項」をご覧ください。

JRで通学可能な方は、JR 神前駅
で下車して徒歩約 10分で学校に
着きます。寒川高校では、その他
に、高松・香川町経由でスクール
バスを 3コース運行しています。
（2020 年 4 月より 4 コースにな
る予定です）現在、自宅通学者の
約３割がこのスクールバスを利用
しています。

勉強が不得意なので、
授業についていけるか
不安なのですが…

私立高校はやはり
学費の負担が大きい
のですか？

自宅付近に JR駅が
無く、通学が困難
なのですが…

少し気になる高校生活

22






