
□ 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

（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

（その他）
四国職業能力開発大学校
香川県立高等技術学校高松校

（専門学校）
穴吹ビューティーカレッジ
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
四国医療専門学校　神戸電子専門学校
修成建設専門学校　神戸製菓専門学校
香川県立農業大学校
ヒューマンアカデミー高松校

（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
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
株式会社きむら
株式会社マルタケ
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
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
株式会社木村海産
株式会社香西鉄工所
社会福祉法人すみれ会
七星食品株式会社
四国電線株式会社

筒井工業株式会社
カトーレック株式会社
社会福祉法人守里会
株式会社ウエストフードプランニング
ALSOK 香川株式会社
川崎重工業株式会社坂出工場
美容室さかもと
四国アルフレッサ株式会社
三ツ星ベルト株式会社
後藤設備工業株式会社
武田建設株式会社
ホクト株式会社

□ （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
平尾化建機株式会社

□ 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

基本を大切にして学力を伸ばす
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
は基本を大切にした３つの『 よくわかる 授業』『 すぐわかる 環境』

『 よりわかる 学習』で皆さんをサポートします。

新しい世界とつながるために
毎年到達度テスト、適性検査、進路希望調査を一学期の初めに実施
し、生徒一人ひとりの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６月頃より面接練習に取り組みます。

寒川高校では完全週５日制を実施し、様々
な活動の機会を生徒に提供しています。ま
た、教室にはエアコンが完備され、夏も冬
も快適な環境で授業をうけることができま
す。学習面では、希望者に特別課外授業を
実施しています。

授業・学習 進路支援

 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

完全
週５日制

全教室
冷暖房完備

希望者の
特別課外

あり

 □よくわかる 授業

 □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。

進路研修会
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、頑張っています。

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。

✓

✓

✓

進学希望者へは入試を見据えた
手厚いサポートがあります。
進学希望者には特別の課外授業を行います。また、
少人数編制で綿密な個人指導を行いますので、行
き詰まったりしてもすぐにサポートを受けること
ができます。
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■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
　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　四国高等学校サッカー選手権大会　 ベスト４
■ゴルフ部 　
　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
　第 24回　四国ジュニアゴルフ選手権秋季大会
　　　　　　　　　　　高校男子の部　２位　黒川　逸輝
　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　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
■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
　平成28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
　平成26 年度　四国高等学校柔道選手権大会
　　　　　　　　　　　　女子個人　第 3 位　溝渕　久文

全国を舞台に飛躍する部活動
寒川高校には全国を舞台に活躍する部活動があります。
団体、個人、ともに輝かしい成績を残しており、後に続く皆さ
んのさらなる活躍を待っています。

部活動実績

２回目の甲子
園出場 !

新人戦優勝 !

フットサル全
国３位！

四国大会優勝
!
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