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　建学の精神
『学校は真の人間教育を行うところ』という

創設者藤井和市の教学の理念のもと、開学以
来、人間教育を大切にした人材育成を行って
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もあります。

　寒川高校はどんな学校？
寒川高校は美しい緑に囲まれた、生徒の
笑顔があふれている学校です。特色ある
教育課程で、多方面で活躍する人材を育
成しています。皆さんの夢実現に向けた
環境・サポート態勢が整っています。

　校　　訓

寒川高校の校訓は、誠をつくし（誠実）、
地道な努力を積み重ね（勤勉）、礼儀
をわきまえて他人と接する（礼節）人
材を育成することを表しています。

誠 実 勤 勉 礼 節
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　教育課程

基礎学習のほか、技能資格取得講座で
様々な資格・技能を得ます。就職・進
学で希望する進路に進みます。

普通科総合コース

体育の授業時間を増やし、また通常の
勉強も重視して心身ともに優れたス
ポーツマンを養成しています。

普通科スポーツ選択コース

さぬき・東かがわエリア唯一の看護科
で、「５年一貫教育」により最短期間で
看護師受験資格が取得できます。

看護科・看護専攻科

国際教養を高める新コースです。これ
からの国際社会で活躍できる人材を育
成します。

新 設
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新夏服

新夏服

男子

女子

普通科国際教養コース

2016年度から
寒川の制服が新しくなります。

新
寒
川は

じ
ま
る
。
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1.学力向上の取り組み

高校生になると、教わる内容も難しくなっていき
ます。寒川高校では「寒川教科書」等を使って基
本を大切にした『わかりやすい授業』で皆さんの
やる気をサポートします。

基本を大切にする学習

基礎学力を大切にしていけば、
学力の大きな伸びにつながります。

寒川高校の教室はエアコンが完備された快適な環境です。また、図書室には 15,000 冊以上の情報誌や文庫本、人気ランキ
ングの新刊本があり、情報処理室（コンピュータールーム）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。

充実した施設と設備が、毎日の学習活動を支えます。

APPROACH

 スケジュール
SHR 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
SHR 15:25 − 15:35
７限（特別） 15:40 − 16:30

最初のうちは結果が出なくても、あきらめずに
こつこつと勉強を続けていくことで、学力が伸
びていきます。

よくわかる 授業

完全
週５日制

希望者の
特別課外

あり

よりわかる 学習
寒川教科書は基礎学力の向上を目
的にした、手作り教科書です。ま
た漢字検定を意識した漢字プリン
ト学習も行います。

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。

すぐわかる 環境

授業でわからないところがあった
ら、先生に聞きましょう。ていね
いに説明してくれるので、とても
よくわかるようになります。
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■■進路研修会
１年次から興味のある仕事の一部を体
験することで、進路を選択するときの
参考にしています。
車の内部構造を確認したり、犬のトリ
ミングや美容師体験など専門学校の先
生方の指導を受けます。

■■進路見学会
２年次に大学や専門学校を訪れて施設
を見学したりして、学習内容について
話を聞きます。自分の将来についてさ
らに具体的なイメージが広がります。

■■進路ガイダンス・進路相談会
外部講師を招いて社会人としてのマ
ナーやコミュニケーションを学んだり、
面接練習を行います。また、大学や専
門学校について相談会も行います。

■■進路講演会
３年次に社会人の方から求められる社
会人像や心構えを聞いて、より良い職
業意識の向上を目指します。

■看護師国家試験資格のために
５年間の集大成である、国家試験の合格に向けて、看護科
全教員がサポートします。今までお世話になった患者さん、
看護師さん、家族など沢山の人の励ましを力に、精いっぱ
い頑張っています。

普通科 総合コース
進路支援

普通科 スポーツ選択コース
進路支援

看護科・看護専攻科
進路支援

■看護科生徒のサポート
臨地実習の前には、戴帽式を行い、改めて看護への意
識を高めた上で、いろいろな看護技術を練習します。
専攻科の先輩たちも、実技チェックの指導をしてくれ
ます。

2. 進路支援の取り組み

日生化学株式会社勤務
山﨑　皓仁
平成 27 年卒業
　高校卒業後、地元の日生
化学という会社で、ポリバッ
クやフィルムなどに印刷を
する仕事をしています。毎
日大変で、正直きついなあ
と思うこともありますが、

楽しく「やりがい」を持って過ごしています。
　高校時代は、生徒会長として、行事の企画
や準備などに追われ、苦労したことが思い出
に残っています。就職した今になって気付い
たのですが、楽じゃないことの中に楽しさを
感じることが、「やりがい」を見つけるとい
うことではないかと。みなさんもぜひ寒川高
校で自分の「やりがい」を見つけて下さい。

日本体育大学３年
寺田　琢人
平成 25 年卒業
　私は中学生の頃「甲子園
で野球がしたい」という思
いを抱き、藤井学園寒川高
等学校に入学しました。入
学後は寮生活をしながら、
専用グラウンドで野球に

打ち込むことができました。甲子園出場と
いう夢は果たすことはできませんでしたが、
それよりも大事な仲間を得て絆を深め、ま
た社会性を身に付けることができました。
　大学に進学した現在、「大学日本一」をめ
ざして日々頑張っています。高校での３年
間は今の私の支えとなっています。

さぬき市民病院勤務　
松尾　佳波
平成24 年専攻科修了
　私は卒業後さぬき市民病院へ就
職し、現在４年目を迎えます。初め
は急性期の混合病棟へ配属となり、
内科では肺炎などの治療から糖尿
病の教育入院、泌尿器・耳鼻科で
は手術前・後の看護などにあたり

ました。昨年の４月からは手術室で勤務しています。
毎日覚えることや現場で初めて遭遇することも多く、
自分の知識・技術不足を痛感させられることもあり
ました。でもそんな時は高校で教えてもらったこと
を思い出し、優しい先輩に支えられできることが少
しずつ増えていきました。これからも正確な知識・
経験を身につけ、質の高い看護を提供できるように
頑張っていきます。

■■主な進学先（大学）
滋賀県立大学　流通経済大学　松山大学
日本文理大学　桃山学院大学
日本大学　四国学院大学
川崎医療福祉大学　岐阜聖徳学園大学
京都学園大学　近畿大学
京都ノートルダム女子大学
東京国際大学　拓殖大学　国士舘大学
神戸学院大学　法政大学　駒澤大学
東北福祉大学　至学館大学
山梨学院大学　高松大学　帝京大学
徳島文理大学　日本体育大学

（短期大学）
徳島文理大学短期大学部
徳島自動車工業短期大学
香川短期大学　高松短期大学

（専門学校）
穴吹リハビリテーションカレッジ

穴吹パティシエ福祉カレッジ
穴吹工科カレッジ
穴吹コンピュータカレッジ
穴吹動物看護カレッジ
穴吹デザインカレッジ
四国総合ビジネス専門学校
四国医療福祉専門学校
キッス調理技術専門学校
香川県美容学校　さぬき福祉専門学校
高松医師会附属准看護師学校
香川県立農業大学校
ヒューマンアカデミー高松校
東京法律専門学校名古屋校
倉敷リハビリテーション専門学校
広島会計学院専門学校
ボディワークアカデミー
エコール辻専門学校

（公務員）
自衛隊　一般曹候補生　自衛官候補生

（就職先 県内）
株式会社東洋スチール製作所
有限会社美容室ＺＥＲＯ
株式会社マルナカ　有限会社高嶋産業
株式会社コスモス薬品
協栄通信建設有限会社
株式会社広真印刷社
アオイ電子株式会社
株式会社エステシェービングＮＥＳ
株式会社日鋼サッシュ製作所
株式会社濱崎組
株式会社日本フーズデリカ東四国工場
協同エース物流株式会社
社会福祉法人らく楽福祉会
株式会社マルヨシセンター
株式会社ニチイ学館
フジガード株式会社
株式会社ヤシマ　株式会社きむら
株式会社マルタケ
株式会社モリフードサービス

株式会社ＤｙｎａｘＴ　株式会社昌栄
日生化学株式会社
讃岐リース株式会社
富士ダンボール株式会社
株式会社トーカイ　太陽印刷株式会社
社会福祉法人大寿庵　株式会社森繁
桑島林産工業株式会社
グランド商事株式会社
株式会社タダノ　株式会社マキタ
新日本建工株式会社　泉鋼業株式会社
株式会社カワニシ　高橋石油株式会社
大協建工株式会社
株式会社ジェイテクト香川工場
老人介護施設さわやか荘
株式会社さぬき市ＳＡ公社

（就職先 県外）
川崎重工業株式会社神戸工場
王子コンテナ株式会社
株式会社エディオン

株式会社岸良通信建設
株式会社グローバルワーク
株式会社大都測研
株式会社フジファミリーフーズ

■主な就職先
高松医療センター　さぬき市民病院
イムス三芳総合病院
香川大学医学部附属病院
河北総合病院　六甲アイランド甲南病院
りつりん医院　高松市民病院
KKR 高松病院
香川県厚生農業協同組合連合会屋島総
合病院
南大阪病院　横浜新緑総合病院
社会医療法人財団　石心会　川崎幸病院
香川県済生会病院
香川県厚生農業協同組合連合会滝宮病院
立川総合病院

MESSAGE MESSAGE MESSAGE
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普通科COURSE

TIME TABLE

普通科総合コースではまず通常の授業をしっかりと行い、基礎になる学力をつけています。さらに専門家の方を招いて特別講座を
行います。ここでは特別な資格を取得したり、いろいろな技能・教養を身につけることができます。

普通科総合コースで、皆さんの将来の可
能性は大きく広がります。「希望の大学に
進学したい」「資格を取り実力をつけて就
職したい」「社会で活躍するスペシャリス
トになりたい」などの、幅広い進路に対
応できるようにしています。

なりたいものがはっきり決まっている人
は、この総合コースで真っ直ぐ目標に向
かって進むことができます。授業で学力
をつけて、資格取得講座で資格を取得し、
進路のための手厚いサポートを受けてく
ださい。ここではたくさんの先輩たちが、
そうして自分の夢をかなえています。な
りたいものが見つかっていない人も、こ
の総合コースで学力と技術を身につけて
自分の世界を広げてください。その中で、
自分のなりたいものがきっと見つかるは
ずです。

学力と技能をバランスよく
育てて希望する進路へ

なりたいものと自分の道

　 月 火 水 木 金

１ 現代社会 現代社会 体育 情報 コミⅠ

2 家庭基礎 音楽/書道 生物基礎 保健 現代社会

3 体育 国語総合 数学Ⅰ 体育 家庭基礎

4 情報 コミⅠ コミⅠ 生物基礎 国語総合

5 国語総合 生物基礎 LHR 音楽/書道 数学Ⅰ

6 総合 数学Ⅰ 国語総合 コミⅠ 総合

進学 就職 スペシャリスト

なりたい
　　自分に  なる！

総合コース

※コミⅠ…コミュニケーション英語Ⅰ
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100%を達成!

２年  長町　修平（桜町中学校出身）
　寒川高校では、整った学習環境と熱
心な先生方の指導で苦手だった教科
もどんどん克服できます。あなたも有
意義な高校生活を送ってみませんか。

MESSAGE

基礎となる勉強をしっかりとし
て、偏りのない学力の向上を目指
しています。進学・就職の足かせ
になる弱点を今から無くしていく
基本的な姿勢です。

いろいろな講座や検定を受けることができ、進学・就職に役立てること
ができます。また、自分の趣味を高め、内面を成長させるための講座も
あります。

（１年次は基礎学力の向上を目的とした「基礎学力講座」を行います。
また、土日の短期講座を受講して資格が取得できます。）

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
専門家の説明を聞いたり、体験学
習も行っています。

基礎学力

資格取得講座

進路サポート

なりたい
　　自分に  なる！

先輩より

進学率
就職率

進路希望を具体化することで

普通科総合コースでは、基礎学力の重視と手厚い進路サポートで、生徒の
進学・就職率100％達成を継続しています。これは生きていく力を育む “さ
んがわ ”教育の成果と言えます。
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寒川テクノロジーSANGAWA
TECHNOLOGY
寒川テクノロジーでは推薦入試でも利用されている漢字検定講座で検定を受けたり、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ます。

　講座紹介

3 トン未満のパワーショベルの操
作が出来る資格取得を目指します。
座学で基本を学んだあと、実際に
運転を行います。（建設業界への就
職に有利となる技能を磨くことが
できるでしょう。）コマック教習セ
ンターの先生が指導します。

パワーショベル講座
ビジネス用語から、食事・
冠婚葬祭のマナー、人間
関係を良好にするための
コミュニケーションまで
幅広く学びます。また、
履歴書の書き方や面接練
習も実践的に行います。

土をこね、自分で
お皿や湯飲みを作
ることで、心のう
ちに一段の深さと
豊かさを育みます。
陶芸作家の先生が
指導します。

陶芸講座
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。

パソコン講座
漢字検定は入試に
おいても、将 来 社
会に出ても大きく
役立ちます。

漢字検定講座 ビジネスコミュニケーション講座

寒川テクノロジーで得られる資格や検定証は、どれも進学や
就職する時、絶好のアピールポイントになります。自分で計
画をたてて、できるだけたくさんの資格を取得してください。
そして、将来自分の希望する道へ進むために最大限活用して
いってください。

 寒川テクノロジー講座で
資格をたくさん取得しよう
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漢字検定３級以上•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 人
硬筆検定３級以上••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 人
英語検定３級以上••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 人
簿記検定３級以上••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 人
ビジネスコミュニケーション検定•••••••••••••••••••••••••••• 3 人
文章デザイン検定３級以上•••••••••••••••••••••••••••••••••• 7 人
ビジネス文章実務検定•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23 人
プレゼンテーション作成検定３級以上•••••••••••••••••••••••• 2 人
情報処理検定••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 人

クレーン運転業務（5 トン未満）••••••••••••••••••••••••••••• 33 人
小型車両系建設機械（３トン未満）•••••••••••••••••••••••••• 32 人
アーク溶接等の業務•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22 人
玉掛け移動式クレーン•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22 人
高所作業車技能（10 メートル未満）••••••••••••••••••••••••• 32 人

平成26年度検定合格者

平成26年度資格取得人数

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 ■■■ ■ ■
ビジネスコミュニケーション講座 ■■■ ■ ■
パ ソ コ ン 講 座 ■■■ ■ ■
簿 記 検 定 ■■■ ■ ■
陶 芸 講 座 ■■■ ■ ■
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 ■■■ ■ ■
ガ ス 溶 接 講 座 ■■■ ■ ■

正しく漢字を読む
力や美しい文字を
書く力を向上させ
て検定合格を目指
します。

硬筆検定講座
いろいろな料理を
皆で協力してつく
ります。キッス調
理技術専門学校の
先生が指導します。

クッキング講座
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ー
の先生が指導します。

小型クレーン 玉掛け運転技能講習講座
生産工場や建設現場な
どで広く行われている、
電気の放電を利用した
溶接法の資格取得を目
指します。

アーク溶接講座
各現場において広く行
われているガスを用い
た溶接法の資格取得を
目指します。

ガス溶接講座
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TIME TABLE

普通科スポーツ選択コースでは、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。また、精神面での成長も重視しています。

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しました。月・水・
木曜日の６時間目からがその専門体育と
なり、部活動へのウォームアップも万全
です。これにより、濃密な体育の時間は
週５時間以上にもなります。
皆さんは中学生の時よりも、ずっと専門
的で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。まさに心技体
そろった真のアスリートとなれるのです。

また、スポーツに対して真剣に取り組ん
だその姿勢が、将来の進学、就職での大
きな評価となります。
本コースで鍛え上げた「心・技・体」と数々
の経験が、これからの一生の財産として、
未来を切り開く大きな力となるのです。

運動技能と精神面で
大きな成長を

身につけた力が活きる時

　 月 火 水 木 金

１ 国語総合 情報 コミⅠ 現代社会 生物基礎

2 生物基礎 体育 現代社会 家庭基礎 体育

3 音楽 生物基礎 国語総合 数学Ⅰ 情報

4 数学Ⅰ 現代社会 家庭基礎 音楽 国語総合

5 コミⅠ 国語総合 LHR コミⅠ 総合

6 専門体育 保健 専門体育 専門体育 総合

※コミⅠ…コミュニケーション英語Ⅰ

本物のアスリート

めざして。

COURSE 普通科 スポーツ選択コース
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週５時間以上を確保
濃密な体育の時間は

体育の時間が増えることで、余裕を持って練習に打ち込むことができるように
なります。また１週間にまんべんなく体育があることで、切れ目なく運動技能
の向上を図ることが出来ます。

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」として設定しています。

学習面でのサポートも充実してい
ます。勉学をきちんとすることで、
部活動や普段の生活態度にもしっ
かりとしたものが出来上がってい
きます。

毎年 12 月、１年生対象で救命講
座を実施しています。心肺蘇生や
AED 利用の研修を受けて、普通
救命講習修了書を取得します。

集団での行動や日常生活の挨拶、
礼儀作法をしっかり身につけるよ
うに指導しています。
また、協力して物事に当たる大切
さを学びます。

２年 藤本　麻生（屋島中学校出身）
　全国大会出場を目指し、チーム
一丸となって頑張っています。自
分の能力を最大限に伸ばせる環境
で一緒に夢を掴みましょう。

MESSAGE

専門体育

学習支援

礼儀作法・団結力

救命講座・
AED利用の研修

本物のアスリート

めざして。

スポーツ選択コース 先輩より

10SANGAWA HIGH SCHOOL



SPORTS FACILITIES

藤井学園指定ゴルフ練習場
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。

野球部専用野球場
甲子園出場を果たした、野球部の専用グランドです。
夢の舞台に立つための練習を日々重ねています。学
校のすぐ近くにあり、ナイター設備や雨天投球練習
場も完備しています。

武道場
全国制覇を果たしたことのある柔道部の道場です。
200 畳の広さがあるこの場所で「心・技・体」を鍛
え上げていきます。

青雲寮・体育館・トレーニングルーム
青雲寮では他人に親切にする事・助け合う事・思いやりの心を持つ事を合い
言葉に、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。
体育館は体育の授業や部活動、式典など様々な事に使われています。また２
階にはトレーニングマシーンが完備されています。

全天候型オムニコート
雨天でもプレイできる全天候型のコートで、従来の
コートとともにソフトテニス部の活動拠点になっ
ています。
オムニ・通常各２面ずつあります。

運動施設・設備

毎日の運動をバックアップする施設と、充実した設備の数々
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部活動指導者CLUB COACH
CLUB INSTRUCTOR
寒川高校には専門的な知識と経験を持った部活動の監督・顧問・指導者がそろっています。情熱あふれるきめ
細かな指導を受けて、自分たちの目指すべき道を進みましょう。

 部活動 活動場所
校内・校外ともに積極的な活動をおこなっています。

野球部監督　佐竹　茂樹
「明るく」「元気に」「全力
プレー」をモットーに野
球部専用球場で高校生ら
しく日々甲子園への道を
目指し、練習しています。

柔道部顧問　長谷井清人
現在、柔道部では小学校か
ら続けている者から高校か
ら始めた者まで男女 16 名
で県下最大規模の柔道場で
修練に励んでいます。

吹奏楽部顧問　白井奈緒美
私たち吹奏楽部は、みん
な音楽を楽器で奏でるこ
とが大好き。人と音との
出会い、つながりを大切
に、活動しています。

サッカー部顧問　岡田　勝
スポーツの本質を学び、体
現できるシステムと環境が
構築されています。「本気
で日常を変え」讃岐の町か
ら世界を見据えましょう。

ソフトテニス部顧問　村井　庸佑
ソフトテニスは、誰でも気
軽に始めることができるス
ポーツです。初心者でもす
ぐに楽しむことができるの
で、寒川で始めませんか？

書道部顧問　田淵　元博
書道部は夏の書道パフォー
マンス大会や、各コンクー
ルの入賞に向けて日々楽し
く稽古をかさねています。
共に稽古をしませんか。

バスケットボール部顧問　牧田　茂
勇往邁進という部訓の下、礼
儀、マナーを身に付け全国大
会出場を目指して日々努力し
ています。寒川高校で一緒に
バスケをやりませんか？

バドミントン部顧問　大江　鈴代
部員に求めるのは、バド
ミントンが好きであるとい
うこと。技術は日々の練
習でついてきます。一緒
に頑張ってみませんか？

ダンス部顧問　野﨑　直子
ダンス部は月曜日から金
曜日、毎日部活を講堂で
やっています。学年関係
なく仲良く、楽しく部活
をしています。

バレー部顧問　鷺岡　　寛
バレー部では、バレーボー
ルを通し、「コミュニケー
ション能力豊かな人間」の
育成を目指し、学校生活、
部活動に取り組んでいます。

応援部顧問　大谷　直人
応援部は夏の野球応援を
中心に活動しています。
限られた時間で効率的に
練習でき、また先輩・後
輩の仲も良い部活です。

ゴルフ部顧問　吉岡　一郎
ゴルフはここ数年力がつき
全国大会でも上位入賞でき
るようになりましたがゴル
フの実力だけでなく人間的
な成長もできる部です。

チアガール部顧問　植村　恵理
チアガール部の活動は、夏の
高校野球での応援がメインで
すが、文化祭等校内イベント
や校外フェスティバルにも参加
し、毎日楽しく活動しています。

・武道場
　柔道部

・校内
　応援部
　書道部

・体育館
　バスケ部
　バレー部
　バドミントン部

・テニスコート
　ソフトテニス部

・音楽室
　吹奏楽部

・講堂
　ダンス部
　チア部

・運動場
　サッカー部

・ゴルフ練習場
　ゴルフ部
　（バス５分）

・専用野球場
　野球部（徒歩 6 分）
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部活動CLUB

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、インターハイに出場する
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。
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部活動実績
■野球部
　第 97 回　全国高等学校野球選手権大会

香川大会　　　　　　　　　　　　優勝
　６年ぶり２回目　　　　　　甲子園出場

■サッカー部
　第１回　全日本ユース（U-18）フットサル

大会　全国大会　　　　　　　　　　３位

■バレーボール部
　第 66 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

■ゴルフ部
　平成 27 年度　四国高等学校ゴルフ選手

権大会　団体の部　　　　　　　　優勝
　第 54 回　香川県高等学校総合体育大会

ゴルフ競技　団体の部　　　　　　優勝
　平成 27 年度　全国高等学校ゴルフ選手

権大会　文部科学大臣杯争奪　第 59 回
高校男子個人の部　　２位　三倉　誠生

■柔道部
　平成 26 年度　全日本ジュニア柔道体重

別選手権大会　香川県予選　
　　　　　　　　　　　優勝　藤井　智暉
　第 63 回　四国高等学校選手権大会柔道

女子個人　　　　　第 3 位　溝渕　久文

野球部
サッカー部
バスケットボール部
バレーボール部
ゴルフ部
ソフトテニス部
柔道部
バドミントン部
ダンス部
卓球部

運動部

応援部
チアガール部
吹奏楽部
書道部
ボランティア部
ビジネス研究部
軽音楽部
まんが研究会

文化部

第 97 回全国高等学校野球選手権大会　開会式
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看護科・看護専攻科

TIME TABLE

本校の看護科はさぬき・東かがわエリア唯一の看護科で、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有能な看護師を育成しています。

看護科では入学から５年間の一貫教育が
特徴で、最短期間で看護師資格を取得す
ることができます。
具体的には看護専攻科の入学試験が無く
なり、「看護師」になるための学習に重点
を置いています。これにより５年間、余
裕を持って高等学校の一般学習、看護教
育のカリキュラムを組むことができるよ
うになりました。

現在、看護師が必要とされている場面は
多方面にわたります。需要は平成 27 年
には約 150 万１千人に増加するとの見込
みですが、将来的にも供給がまだまだ不
足するとの報告があります。また、病院
での診療報酬制度の改革も相まって、看
護師の求人は非常に多くなっています。
本校でも平成 26 年度中の求人病院数は
200 余件と、高い求人倍率となっていま
す。活躍している就職先は、国公立病院・
大学病院・老健施設等多岐にわたります。

５年先の看護師国家試験
合格に向けて

看護の知識・技術・精神を
身につける

　 月 火 水 木 金

１ コミⅠ 体育 現代社会 校内実習 数学Ⅰ

2 国語総合 基礎医学
（解剖 A） 音楽 校内実習 生物基礎

3 基礎医学
（解剖 B） 家庭基礎 体育 国語総合 国語総合

4 基礎看護 基礎医学
（解剖 A） 生物基礎 コミⅠ 基礎医学

（栄養）

5 現代社会 基礎看護 LHR 現代社会 基礎医学
（解剖 B）

6 音楽 国語総合 コミⅠ 数学Ⅰ 家庭基礎

7 基礎医学
（微生物）

５年後 私は

　看護師になる。

COURSE

※看護科には７時間授業が有ります。

（１年生）
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看護師国家試験受験資格

看護科５年（本校） 看護師
2009年度より

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

看護科 2学年
17

看護科 3学年
18

専攻科１学年
19

専攻科２学年
20

看護師１年目
21

看護師 2年目
22

試験
なし

普通科（他校）
看護短期大学・専門学校３年 看護師
看護大学４年

16
看護科１学年

（
年
齢
）

５年一貫教育で最短期間で看護師へ
看護のこころを養い育てる専門的な 

入学３年後に試験なしで看護専攻科に進級し、さらに高度な看護について学びます。

１年 高橋　芽生（太田中学校出身）
今、看護についてたくさん勉強し
ています。初めて習うことばかりな
ので分からなくてくじけそうになる
こともありますが頑張っています。

MESSAGE

５年後 私は

　看護師になる。

看護科では一般教科の授業も
しっかりと行なっています。ま
た、様々な部活動でも活躍して
いる生徒がたくさんいます。

学校内にある実習施設で、まず
看護の基礎を学びます。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。

一般教科・部活動 校内実習・臨地実習

５年後 私は

　看護師になる。

先輩より
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　講座紹介

校内実習・臨地実習PRACTICAL 
TRAINING
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。

患者さんに安全で安心な良
い療養環境を提供するため
に、ベッドメーキングを学
びます。

３回チェックし、誤薬を防
ぎます。

無菌的にガーゼなどを渡す
練習や、医療器具の取扱い
を慎重に行っています。

ベッドメーキング 薬液の確認の実習 清潔操作の実習

看護教員の指導は、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。教師のサポート
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・
心構えを指導

（観　察）赤ちゃんの目を見つめながら授乳
します。

（沐　浴）しっかりと支えて、やさしく洗い
ます。

（着替え）赤ちゃんの着替えを行います。

小児看護実習（観察・沐浴・着替え）
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 課　程

●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
●外部で行う臨地実習

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。

実際に県内の病院や保育所など
で、実習を行います。患者さん
や園児たちの中で貴重な経験を
積み、現場で「患者さんの気持
ちによりそって」行動すること
を学びます。

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。

しっかりとよく見て点滴の速度を適切な早
さになるように管理します。

（保育器）保育器内の赤ちゃんの様子をよ
く観察し、細かなチェックを行います。

バイタルサイン測定 校外で行う臨地実習車いすでの移送の実習 点滴の滴下数調整の実習

小児看護実習（保育器 )

得られる受験資格

 卒業後の進路

年度 県内 県外 短大（保健師）

看　護　専　攻　科
H24 28 7 1

（保健師）

H25 12 5 0
H26 23 8 0

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

18SANGAWA HIGH SCHOOL



看護実習設備

専門的な看護の施設と設備で、しっかりと実習をサポート

NURSING FACILITIES

看護科実習室
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、それぞれに実習用モデル人形
や新生児人形など本物に近く作られています。

在宅看護実習室
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。

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、責任の重さを自覚し、こ
こから気持ちを新たにして看護の
道を進みます。

専攻科では医師、薬剤師、臨床心
理士、社会福祉士、臨床検査技師
など、多くの外部講師による授業
を行っています。看護師資格取得
に向け専門的な学習をします。

戴帽式 外部講師による専門科目授業

専攻科での学習
専攻科に進級すると、実習は高等学校の時よりも専門的になります。外部講師による専門科目授業や、高度な実習などがあり
ます。さらに５年次になると最終学年として特に専門性の高い、実践的な実習が行われます。看護師国家試験合格に向けたこ
れらの学習を修めて、いよいよ看護師国家試験受験へとなります。看護師への道を最短距離で進んでください。
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看護師　鎌野　倫加　（平成２年衛生看護科卒業）
　高校卒業後、国内で看護師として働くかたわら、カナダ留学やオーストラリアでのボラン
ティア活動に取り組んできました。現在は「国際緊急援助隊・救助チーム」に所属し、ハイパー
レスキュー隊が救助した要救助者を医療のプロとして治療し、社会復帰させることを任務と
しています。その中で命の重さ・尊さは世界中同じであること、そして困っている人がいる
としたら、その人のために知識と技術、経験を惜しまず提供することが、私たち医療従事者
の役割であると改めて自覚しました。「人の命を救う」ということは「その人の人生も救う」
という信念を持ち、日々活動しています。

NEW 
COURSE
平成28年度より新設する国際教養コースでは、これから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に加え、
その前提となる国際感覚を身につけることを重視し、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きます。

国際教養を高める新コース
平成28年より新設予定

平成28年度に新設の
国際教養コースで育成する

国際社会で活躍できる人材を

普通科 国際教養コース

ルツ・コンバルメ先生
英語学習は、話すこと・聞くこと
が最も大切。しかも最もやさしい。
初心にかえってコミュニケーショ
ン力を伸ばしましょう。
Let's study together !

MESSAGE先生より

３年　向井　　成
　私は日本生まれの中国人です。
小学校の時４年間日本を離れて
いたため、日本語での学習に戸惑
うこともありました。今ではバイ
リンガルを話して、国際交流の際
には通訳の手伝いをしました。卒
業後は、世界で活躍したいです。

MESSAGE国際交流

国際的に活躍する先輩からの MESSAGE

国際的な感覚を身に付ける１

コミュニケーション能力の向上2

大学進学にも対応3
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学校行事EVENT

寒川高校の１年間には季節に合わせて様々なイベント、学校行事があります。

寒川高校の学校行事は生徒・保護者・教師が一
体となって創りあげていく、大切な時間です。
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、参加す
ることで楽しくなる行事がもりだくさん。時を
経てからも、それらは大切な想い出となってあ
なたの心に残るでしょう。

積極的に参加して、たくさんの
楽しい思い出をつくろう。

始業式
入学式

新入生特別教育
部活動紹介

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

HR 遠足

戴帽式
オープンスクール

（全体）

4 5 6 7 8 9 10

ア イ デ ア あ ふ れ る 教 室 展
示、笑いの絶えないステー
ジのほか、美味しいと評判
の屋台も人気です。

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

寒川高校祭

体育祭
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３年 生徒会長　芳竹　高陽
（天王中学校出身）

　学校行事の企画・運営など大変
なこともありますが、みんなで１
つの事ををやりとげる楽しさやや
りがいを感じることができます。

MESSAGE

全校奉仕作業 クラスマッチ
終業式

始業式 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

1 1 12 1 2 3

旅先で過ごす友人との日々は、普段と
また違う経験を与えてくれます。いろ
いろ見て、聞いて、学びましょう。昨年
は北海道、一昨年は東京へ行きました。
来年度は台湾と北海道の２コース選択
です。

修学旅行（北海道）

先輩より
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〒769－2322　さぬき市寒川町石田西280番地 1
TEL（0879）43－2571  （代）FAX（0879）43 －5436

藤井学園指定ゴルフ練習場／オレンジタウンゴルフセンター
〒769－2321　香川県さぬき市造田宮西甲 1293 -1
TEL（0879）52－0181

History

Map

団地内通行可
服部歯科

志度山川線

オレンジタウン

至高松

さぬき市民病院 さぬき市役所
寒川支所

マルナカ

志度・津田

さぬき街道

至徳島

ＪＲ神前駅

長尾街道至高松 至徳島

さぬき市民病院バス停

寒川高校
専用野球場

ゴルフ練習場

寒川高等学校藤井
学園

検 索

http://www.sangawa.ed.jp
mail:sangawa1@sangawa.ed.jp

藤井学園寒川高校

藤井学園寒川高等学校開校（普通科）
衛生看護科設置
衛生看護専攻科（２年制）設置
普通教室・図書室増設
体育館完成・野球専用グランド完成
公認テニスコート２面完成
柔道場・同窓会館完成・情報処理室完成
駐車・駐輪場完成
特別教室・普通教室増築・校地西側造園完成
各教室・特別教室に冷暖房施設設置
学生寮（青雲寮）完成
情報処理室改築
校内 LAN整備
藤井学園ゴルフ練習場完成
専攻科介護実習室新設
セミナーハウス（合宿所）完成
全天候型オムニコート完成
看護科・看護専攻科（５年一貫教育）開始
情報処理室改修
創立 40 周年を迎える
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