
　今年から、Ｊ３リーグ「ＦＣいわき」でプロサッカー選

手として活動をしている家泉怜依です。

　高校時代には、たくさんの先生方やサッカー部顧問の先

生方、そして両親の支えのおかげで、日が暮れるまで、大

好きなサッカーを思いきり行うことができました。

辛いことや苦しいこともありましたが、その度にチームメ

イトと助け合い、困難を乗り越えてきました。

このように寒川高校で積み上

げた経験をもとに、大学の

チームメイトにも恵まれ、今

の自分があると思います。

　夢に向かって、様々なこと

にチャレンジしていってくだ

さい。皆さんの未来に輝きが

あることを願っています。

　２０１５年に藤井学園寒川高校を卒業した、野村勇です。

現在は、プロ野球チームの福岡ソフトバンクホークスに所

属しています。私は、兵庫県出身ですが、大好きな野球に

集中できる環境を求めて寒川高校へ進学しました。

　野球部専用の寮、両翼９５メートルのグラウンド、サポー

トしてくださる学校関係者の方など野球に集中するのに申

し分ない環境が、寒川高校にはあります。学校生活も充実

していました。個々のレベルに合わせて細かく勉強、指導

をしてくださるので苦手なことも自分のペースで１つひと

つクリアできます。授業をしっかり受け、専門体育の時間

も含めて、他には負けない練習時間でみっちり部活動を行

えます。

　私の土台を作っていただいた寒川高校で皆さんの目標の

実現をしてみませんか。

飛躍する卒業生

寒川高校を卒業して次の舞台へ進み、様々な分野で活躍している先輩たち。

在学中は学校でどのように過ごしたのか、また現在どんな活動をしているのか

メッセージをいただきました。　　　　　　　　　5.
NEXT

プロ野球　福岡ソフトバンクホークス
（スポーツ選択コース　平成 26 年度卒業）

神戸市立舞子中→寒川高→拓殖大→ NTT 西日本

野村　　勇

Jリーグ　いわき FC
（スポーツ選択コース　平成 29 年度卒業）
高松市立古高松中→寒川高→流通経済大学

家泉　怜依

２０２２年、J リーガー、プロ野球選手 誕生！！

２０２２年、J リーガー、プロ野球選手 誕生！！

（初）　　　　　　　（３人目）

（初）　　　　　　　（３人目）
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　４月から仕事を始め、ようやく少しず

つ慣れてきました。覚えることがたくさ

んありますが、仕事ができるようになる

感覚がとても楽しく、毎日が充実してい

ます。朝、出勤してから、帰るまでの時

間もあっという間で、三ツ星ベルトに就

職させていただいたことを、本当に嬉し

く思います。

　寒川高校で、丁寧な挨拶や言葉遣い、

素直に謝るということを学んでいたの

で、仕事にも生かせています。寒川高校

は大切なことを学べるとても良い学校

です。中学生の皆さん、是非寒川高校に

入学して楽しい高校生活を送ってくだ

さい。

　今考えると５年間の学生生活はクラ

スメイトと楽しいことも大変だったこ

とも共有でき、充実した時間でした。先

生方は時には厳しく、悩んでいる時は相

談を聞いてくださり、看護師になれるよ

う導いてくれました。

　現在は小児科、産科、消化器外科等の

混合病棟に所属しています。生命の誕生

の瞬間から高齢者まで幅広い年代の看

護を行い大変なこともありますが、元気

になり退院される姿を見るとやりがい

を感じます。未熟児室では生まれた時に

元気がなかった赤ちゃんが入院します

が、小さい身体ながら頑張って回復し、

すくすくと大きくなる姿にとても癒さ

れています。今後も学ぶこともたくさん

ありますが患者様に合った看護を提供

していきたいと思います。

　昨年度、国際教養コース４期生とし
て寒川高校を卒業し、現在「関西大学」
へ進学しました渡邊淳です。高校入学時
に高いレベルで、文武両道を実践したい
と考え、寒川高校へ入学しました。
　高校時代は、寮生活を送っていたた
め、親のありがたみと友達の大切さ、先
輩後輩のつながりを実感できました。ま
た高校１年次には、香川県代表として国
民体育大会に出場し、３位という成績を
挙げ、全国大会では全試合に出場させて
いただきました。その中で、大会期間
中に成長を遂げていく高校生のポテン
シャルの大切さを学びました。
　３年間はあっという間でしたが、寒
川高校で培った「強い気持ち」と「志」
でこれからも頑張っていきたいと考え
ています。
 大学卒業後はプロサッカー選手を目指
し、また海外で活躍できる選手になるこ
とを目標にしています。そのために努
力を怠らず、日々の小さい積み上げを行
い、「日々進歩」「日々進化」しています。

主な進学先 主な就職先 主な就職先（看護専攻科）
関西大学
立命館大学
京都産業大学
近畿大学
龍谷大学
法政大学
駒澤大学
東海大学
日本体育大学
日本大学
流通経済大学
国士館大学
拓殖大学
帝京大学
名城大学
東京国際大学
亜細亜大学
愛知工業大学
山梨学院大学
びわこ成蹊スポーツ大学
天理大学
天理医療大学
佛教大学
京都橘大学
大谷大学
京都外国語大学
京都先端科学大学
大阪経済大学
摂南大学
関西外国語大学
大阪体育大学
桃山学院大学
桃山学院教育大学
追手門学院大学
大阪商業大学
阪南大学
大阪産業大学
大阪経済法科大学
大阪学院大学
鈴鹿医療科学大学
滋賀県立大学
福知山公立大学
帝塚山大学
大阪国際大学

ALSOK 香川　株式会社
株式会社　ニチイ学館
株式会社　三共機械工業
社会福祉法人　香東園
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　森繁
新日本建工　株式会社
泉鋼業　株式会社
株式会社　濱崎組
株式会社　二蝶
大協建工　株式会社
株式会社　カワニシ
株式会社　マキタ
関西建設　株式会社
大成段ボール　株式会社
株式会社　きむら
株式会社　マルタケ
桑島林産工業　株式会社
太陽印刷　株式会社
株式会社　広真印刷社
株式会社　マルナカ
讃岐リース　株式会社
日清医療食品　株式会社　四国支店
株式会社　さぬき市ＳＡ公社
株式会社　ヤシマ
四国繊維販売　株式会社
富士ダンボール　株式会社
株式会社　ジェイテクト香川工場
四国福山通運　株式会社
有限会社　高嶋産業
株式会社　東洋スチール製作所
株式会社　トーコー
社会福祉法人　らく楽福祉会
有限会社　美容室ＺＥＲＯ
株式会社　トーカイ
株式会社　ムーミー
三ツ星ベルト 株式会社　 四国工場
野崎自動車　株式会社
社会福祉法人　弘善会
有限会社　しゃぶ亭まる
海上自衛隊
陸上自衛隊
滋賀県警察

神戸医療福祉大学
神戸学院大学
神戸国際大学
流通科学大学
福井工業大学
名古屋経済大学
日本文理大学
吉備国際大学
川崎医療福祉大学
環太平洋大学
広島経済大学
広島工業大学
徳島文理大学
高松大学
四国学院大学
松山大学
高麗大学（韓国）
穴吹ビューティーカレッジ
大阪ハイテクノロジー専門学校
穴吹リハビリテーションカレッジ
大阪ビジネス専門学校
穴吹パティシエ福祉カレッジ
近畿医療専門学校
穴吹工科カレッジ
トヨタ名古屋自動車大学校
穴吹コンピュータカレッジ
倉敷リハビリテーション学院
穴吹動物看護カレッジ
神戸電子専門学校
穴吹デザインカレッジ
日本菓子専門学校
四国医療専門学校
西日本製菓調理専門学校
四国医療福祉専門学校
大阪外語専門学校
四国総合ビジネス専門学校
履正社スポーツ専門学校北大阪校
香川県美容学校
関西経理専門学校
さぬき福祉専門学校
近畿リハビリテーション学院
穴吹医療大学校
香川県立農業大学校
キッス調理技術専門学校

南国市消防局
川崎重工業　株式会社
四国旅客鉄道　株式会社
四国ドック　株式会社
株式会社　シコク
四国航空　株式会社
株式会社　村上組
四国電線　株式会社
三ツ星物流　株式会社
株式会社　タイホ―
株式会社　かわよし
大成段ボール　株式会社
大三機工　株式会社
株式会社　トモクニ
株式会社　えびす石材土木
喜代美山荘花樹海　　

さぬき市民病院
香川県立病院
香川県済生会病院
高松市立みんなの病院
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
国立病院機構高松医療センター
京都回生病院
国立病院機構徳島病院
大阪医誠会病院
坂出回生病院
医療法人敬愛会南海病院
香川大学医学部附属病院
高松医療センター

三ツ星ベルト 株式会社三ツ星ベルト 株式会社
（総合コース　令和３年度卒業）（総合コース　令和３年度卒業）

橘　直弥橘　直弥

香川県立中央病院香川県立中央病院
（看護専攻科　平成 30 年度修了）（看護専攻科　平成 30 年度修了）

山口　晃佳山口　晃佳

関西大学関西大学
（国際教養コース　令和３年度卒業）（国際教養コース　令和３年度卒業）

渡邊　淳渡邊　淳
神戸市立高取台中→寒川高 高松市立山田中→寒川高 高松市立古高松中→寒川高
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