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JRバス・中央バス
「もみじ台北3丁目」

●札幌テクノパーク

　　　●
北星学園大学
北星学園短期大学部

北星学園大学
附属高等学校

JR札幌駅
から20分 ● JR札幌～新札幌 【12分】

● JR白石～新札幌 【6分】
● 地下鉄さっぽろ～新さっぽろ 【19分】
● JR千歳～新札幌 【33分】
● JR恵庭～新札幌 【24分】
● JR江別～森林公園 【14分】

主要駅からの通学時間

● 新札幌バスターミナル～本校
　[JRバス・中央バス] 【8分】
● JR森林公園～本校
　[中央バス] 【11分】

路線バス

希望ヶ丘 ⇆ 柏葉台団地 ⇆ 南が丘4丁目 ⇆ 美しが丘3-6 ⇆ 緑ヶ丘団地 ⇆ 平岡ライブヒルズ南 ⇆ 本校
③大曲コース（主な停留所）
西友福住店前 ⇆ 北野1-1 ⇆ 真栄1-1 ⇆ 美しが丘3-2 ⇆ イオンモール札幌平岡 ⇆ 北野6-5 ⇆ 本校
②福住コース（主な停留所）
ゆめみ野 ⇆ JR江別駅 ⇆ 三番通3丁目 ⇆ JR野幌駅 ⇆ 大麻11丁目 ⇆ 厚別北2-4 ⇆ 本校
①江別コース（主な停留所）

江別方面・福住方面・大曲方面からのスクールバスが運行。毎日、安心で快適な通学です。

スクールバス
運行

授業見学会
10月21日（土）　9:30－12:00

夜の学校見学・相談会
12月1日（金）－12日（火）　19:00－20:00 

学校公開説明会

7月1日（土） 9月16日（土） 11月18日（土）

9:30－12:30

※土・日除く

学校公開説明会
専用お申し込みアドレス…▶

go@hokusei-s-h.ed.jp

授業見学会
専用お申し込みアドレス…▶
kengaku@hokusei-s-h.ed.jp

夜の学校見学・相談会
専用お申し込みアドレス…▶
yorugaku@hokusei-s-h.ed.jp

［第１回］ ［第2回］ ［第3回］

参加お申し込みは 氏名、中学校名、学年を明記してFAX（011-897-0360）または上記の各専用お申し込みアドレスへ。 

http://www.hokusei-s-h.ed.jp　北星大附属 検索 ※詳しくはホームページを
　ご覧ください。

※全ての停留所、料金等につきましては本校ホームページでご確認ください。

学校紹介ムービーを
こちらから
ご覧になれます ・・・・▶
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あなたは高校で何をしたいですか？

毎日をどう過ごすかは、あなた次第で変わってきます。

国公立大学を目標に毎日勉強に励む。

将来、世界で活躍するために英語力を磨く。

部活動で全国大会を目指して練習に励む。

あなたの旺盛なエネルギーを存分に発揮できることを見つけてください。

あなたの可能性はまだまだ光り輝くはずです。

北星学園大学附属高等学校では、あなたの個性を発見し、

光り輝くよう、丁寧に伸ばしていきます。

北星学園大学附属高等学校で自分だけの夢を見つけて、自分らしく輝いていきましょう。

教育目標

キリスト教の精神に根ざした、
他者と共に生きる自立した市民としての人格を育む

教育方針

1.「共育」を理念とし、他者に聴く主体的な学びに導く
2.「知る力」を養い、自己理解と世界理解を深める
3.「探究」することによって、学びを社会につなげる

『真理はあなたたちを自由にする』（ヨハネによる福音書8章32節）

The truth will  l iberate you.
教学聖句

私たちが大切にしたいこと
北星学園大学の教育方針を基に、附属高校では、大学で
学ぶための基礎となる3つの視点を大切にしています。

人間性

社会性 国際性
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制服 「暗闇に挿す一筋の光」を意味するゴールドラインが入ったブレザーが特徴。
「コシノ・ジュンコ」デザイン。

1
キリスト教の精神に基づいた

「共育」
キリスト教の精神に基づいた行事を通して人
格形成の教育をしています。毎週月曜の朝の
礼拝にはじまり、聖書の授業、社会活動、平和
祈念礼拝、クリスマス礼拝などを行っています。
そうした活動の中で自分を知り、ほかの人を認
め、それぞれの個性や性格を尊重し、共に育
つ教育を行っています。

3

先生と生徒の距離が近い

先生と生徒の信頼関係が強いのも北星大附属
の特徴です。先生は一人ひとりの生徒の個性
を見つけて伸ばすために、生徒によく話しかけ、
触れ合っています。そのため先生と生徒の距離
がとても近いのです。卒業してからも生徒が遊
びに来るような関係を築いています。

6

毎年3人に1人が
北星学園大学に進学

北星大附属でもっとも多くの生徒が進学する
のが北星学園大学です。附属高校として、推薦
枠は100名あり、毎年北星学園大学へ進学し
ています。その一方で、国公立大学をはじめ、
道内外私立大学など北星学園大学以外への進
路も開かれています。

5

徹底した学びのサポート

スマートフォンなどでいつでも授業が受けられ
る「スタディサプリ」、仲間と共に2泊3日で学
ぶ「勉強合宿」、英語力強化を目的とし、土曜
日に行う「英語特講」、合格できるまで何回も
挑戦させ理解を促す「マラソン追試」など徹底
した学びの支援を行っています。

7

全国に約400名の
推薦枠

指定校推薦とは、高校と大学の信頼関係に基
づいて行われる推薦制度です。北星大附属は
キリスト教主義の学校として、キリスト教学校
教育同盟に加盟しており、通常の指定校推薦
枠のほかに、この同盟に加盟している高校のみ
に与えられる同盟校推薦枠があります。

5つの強化指定クラブを
はじめとしたクラブ活動

男子バスケットボール部、女子バスケットボー
ル部、野球部、サッカー部、吹奏楽部の５つの
強化指定クラブを中心に体育系9クラブ、文化
系11クラブが活動しています。チームでひと
つの目標に向かう経験が、問題解決への行動
力を育みます。

8

北星大附属は他の私立高校や公立高校と比べて

何が違うのでしょうか。

また、どうして北星大附属で学ぶことで

自分らしく輝くことができるのでしょうか。

北星大附属は他の私立高校や公立高校と大きな違いがあり、

自分らしく輝くためのさまざまな取り組みをしています。

ここでは、北星大附属の特徴をご紹介いたします。

8つの特徴
北星大附属の

北星学園大学附属高等学校で

自分らしく輝く

2
英語教育の強化

～英語展開授業と自己表現力の育成～
英語でも自分の意見を伝えることができる生
徒を育てています。ネイティブスピーカーの先
生の授業だけではなく日常の授業でも、自分の
意見を持ちそれを表現するよう発話練習をし
たり、プレゼンテーションなどで発表力を鍛え
たりしています。

4
国際教育

「総合学習プログラム」
活躍の場を世界に広げるための「国際教育」
は、異文化・世界理解をテーマとして「情報」
「総合・研修」「総合・論文」「総合・探究」の4
分野でさまざまな活動を行います。2年次の
「総合・研修」では、沖縄やアジア諸国の現地
でフィールドワークを行い、現地の人や文化に
触れて自己理解を深めます。

松田 海斗
岩見沢市立清園中学校出身

鈴木 穂乃果
札幌市立平岡緑中学校出身

鈴木 水音
江別市立江別第二中学校出身

成田 真悟
岩見沢市立東光中学校出身

【正装】左 【略装】右
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キリスト教教育と人間性
　本校は、キリスト教の教えを通して、心や人格を育む教育を大切にしています。授業やクラスでの取り組み、行事、部活
動などあらゆる活動を通して「生きる力」を養います。本校は、「いかに生きるか」を考える柱として、「聖書」を大切にして
います。聖書には「隣人を生かし隣人と共に生きる」ためのヒントや問いかけ、励ましや慰めの言葉が記されています。互い
に助け合う人間性を育む環境が、ここにはあります。

　中学生のみなさんは、どのような夢や目標があって高校へ進学しようと考え

ていますか？ただ友だちがみんな進学するからというのではなく、自分にとって

なぜ高校が必要なのか、何を学び、身につけるところなのか、これらのことを

真剣に考えてみることは大切なことです。

　本校は、キリスト教の精神を教育の基礎としています。玄関前の校舎には「真

理はあなたたちを自由にする」という聖書の言葉が掲げられています。この言

葉の意味を考えるにあたって、あえて、私たちを「不自由」にしている事柄は何

かと思い巡らせてみましょう。周囲の評判や友だちの目ですか？仲間外れにさ

れたくないという恐れでしょうか？「どうせ無理、わたしにはできない」とはじめ

から決めつけていませんか？大人だって頭では分かっていても、実際にはさま

ざまな「不自由」さを抱えて生きています。

　キリスト教が語る「真理」は、私たちを「自由にする」と言います。無理に他

人に合わせて「いい子」になる必要はありません。私たち一人ひとりは、価値

ある人間として創造された神の作品なのです。ですから、本校では、一人ひと

りの違いに目を向け、一人ひとりに与えられた賜物（タラント）があると信じて

います。そうした安心感があってこそ個性や能力を存分に伸ばし、互いを尊重

し思いやる心を持って過ごすことができるのです。別の言い方をすれば、自分

の大切な価値に気付くことで、生きていく希望や力を与えられ、隣人と共に生

きていくことができるのです。

　1887年（明治20年）に創立された北星学園は、変わることのない聖書の

真理を探究しながら、130年以上に亘る歩みを続けてまいりました。本校で

は、教科の勉強や、部活動に真剣に取り組むことはもちろんのことですが、聖

書との出会い、隣人との出会いを通して、豊かな心を養い、幸せな日々を過ご

してほしいと願っています。

　さあ、私たちと共に、新しいステージの第一歩をこの学校で過ごしませんか？

学校長

今城　慰作
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北星学園大学附属高等学校のキリスト教教育

授業「聖書」
　聖書は私たちが「いのち」
を尊重し合って生きるためのヒ
ントや気付きを示してくれる書
物です。聖書の授業は、自分
と自分を取り巻く他者や社会と
の関係性について考えることを
促します。

礼拝
　毎週月曜日には、生徒教職
員全員で参加する全校礼拝が
あります。聖書の言葉とメッ
セージに耳を傾けながら自分と
向き合うとともに、生きること
や人を生かす真理について深く
思いをめぐらせます。

キリスト教教育週間
　期間中、地域クリーン活動
や、キリスト教学校教育同盟
加盟大学の紹介と進学相談な
どを行います。

平和祈念週間
　平和とは何か、平和をつく
り出すために何ができるかを
考えます。学外講師のお話を
聞き、平和への想いと祈りを
心に刻みます。

キリスト教の教えを通して、互いに支え合う大切さを知る。

そのような人間性を育みます。
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学校長

今城　慰作
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北星学園大学附属高等学校のキリスト教教育

授業「聖書」
　聖書は私たちが「いのち」
を尊重し合って生きるためのヒ
ントや気付きを示してくれる書
物です。聖書の授業は、自分
と自分を取り巻く他者や社会と
の関係性について考えることを
促します。

礼拝
　毎週月曜日には、生徒教職
員全員で参加する全校礼拝が
あります。聖書の言葉とメッ
セージに耳を傾けながら自分と
向き合うとともに、生きること
や人を生かす真理について深く
思いをめぐらせます。

キリスト教教育週間
　期間中、地域クリーン活動
や、キリスト教学校教育同盟
加盟大学の紹介と進学相談な
どを行います。

平和祈念週間
　平和とは何か、平和をつく
り出すために何ができるかを
考えます。学外講師のお話を
聞き、平和への想いと祈りを
心に刻みます。

キリスト教の教えを通して、互いに支え合う大切さを知る。

そのような人間性を育みます。
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総合学習プログラム
グローバルな思考を身につけ、活躍の場を世界に広げる。
　現地研修を経て世界各地の歴史風土を学び、世界で活躍するための
グローバルな思考へと導きます。

1年次

2年次

物事をさまざまな視点からとらえ、テーマに深く迫る。
グループ討議やプレゼンテーション、レポート作成などの実習を通して、「スキル・モラル・リテラシー」を柱とした「人を生
かす情報編集能力」を養います。

平和的な解決の糸口を探り、論文化する力を養う。

世界に飛び出し、多様な文化の認識を深める。

世界各地の５コースに分かれて、現地フィールドワーク「総合・研修旅行」を行います。地理・歴史・文化等からアプロー
チし、自ら設定した問いへの認識を深めます。事前事後学習も行うことで、より有意義な経験となります。

※行き先は世界情勢により変更が生じることがあります。

■韓国コース

　太平洋戦争の時の映
像を見て、元慰安婦の方
と交流して、命の大切さ
を強く認識しました。包
丁などを使ったナンタの
公演は、ダイナミックで
素晴らしいものでした。

札幌市立日章中学校出身/進学コース
小貫 海

■台湾コース

　日本統治時代を経験
した方の話を聞き、両国
の関係を改めて知りまし
た。親日家が多く、「台
湾をもうひとつの母国と
思って」と言われ、感動
しました。

札幌市立月寒中学校出身/進学コース
太田 瑛仁

■沖縄コース

　事前学習した沖縄戦
の話を現地で聞いて、悲
惨さに涙してしまいまし
た。情報をうのみにせず、
自分の目で見て、耳で聞
き、吟味することの大切
さを実感しました。

札幌市立厚別中学校出身/進学コース
原田 凛久

■タイコース

【特別進学コース】

　独特の音楽に合わせ
て踊る伝統舞踊を鑑賞
し、アユタヤ歴史公園を
散策しました。大理石の
寺院、仏教芸術の数々
など、スケールの大きな
文化を満喫しました。

岩見沢市立清園中学校出身/進学コース
櫻庭 歩夢

■ベトナムコース

　ベトナム戦争時の枯葉
剤の影響を受け、障がい
を持つ人たちと交流しま
した。核や化学兵器が話
題になっている現実を、
若者の私も真剣に考え
たいと思います。

札幌市立もみじ台中学校出身/進学コース
青木 琴美

●文系・理系のテーマにそって各自課題を設定
●調査・論文化

【進学コース】
●グループ討議
●論文化

3年次

沖縄

台湾

ベトナム

韓国

タイ

（2016年度実施コース）（2016年度実施コース）
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高い進路目標に向けて、充実した進学支援体制
　国公立大学受験を視野に入れたカリキュラムにより、高い進路目標に向けて着実に
学力を養成するコースです。3年間同じクラスメートのため、高い目標を持った生徒同
士が3年間切磋琢磨しながら、共に志望校合格を目指して学習できる環境が魅力です。
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特別進学コース
国公立大学や難関私立大学への進学を目指す

主な進学先
（過去5年間）

【道内国公立大学】 
札幌市立大学、室蘭工業大学、帯広畜産大学、はこだて未来大学、北海道教育大学（札幌校、旭川校、函館校）
釧路公立大学、名寄市立大学

【道外国公立大学】 
電気通信大学、弘前大学、岡山大学、公立鳥取環境大学、群馬県立女子大学 など

募集定員

35名

特別進学コース 2年
深田 晃聖

北広島市立広葉中学校出身

　私は将来、国公立大学の理学部で数学を勉強したいと考えています。特別進
学コースでは高い進路目標に向けたカリキュラムが設定されているので、学ぶ
内容も難しいです。でも、先生たちは授業や放課後の時間を使って分かりやす
く教えてくれるので、積極的に質問するようになりました。クラスメイトの学習
意欲も高く、お互いに切磋琢磨し合い学習に取り組んでいます。また、私はテニ
ス部に所属しており、仲間と毎日部活動を楽しんでいます。このコースでも勉強
と部活動の両立ができるのも魅力です。目標を目指してこれからもより一層頑
張って勉強したいと思っています。

通常7時間授業
　国公立大学受験に向け、1日7時間
（月曜日以外）の授業を行い、受験に必
要な力を養います。

全科目履修型カリキュラム
　カリキュラムは2年次までにほぼ全ての
科目を終えられるように構成されていま
す。3年次では受験に必要な科目を自由に
選択できるようになります。

勉強合宿（2泊3日）
　国語・数学・英語を中心として、泊ま
り込みで学習に取り組みます。夜遅くま
で自習に励む生徒もいます。

英語特講・土曜講習
　1年次より国語・数学・英語を中心に
開講しています。進研模試や受験対策の
授業を行います。

Web学習（スタディサプリ）全員登録
　スマホ等のインターネット環境を利用し
ていつでも学習できます。特進コースの生
徒は登録費用がかかりません。

特別進学コースの
5つのポイント

3

1 2

4 5

STUDENT’S
VOICE ▶▶
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募集定員

220名
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進学コース
北星学園大学をはじめとする私立大学などの幅広い進路を目指す

多様な進路希望に対応するきめ細かな支援体制
　北星学園大学をはじめとした私立大学や、看護・医療などの専門性の高い私立大学
や専門学校を志望する生徒のためのコースです。1・2年次には進学のための基本的な
学習を中心に展開し、3年次にはより実用的・探究的な選択授業が行われます。

主な進学先
（過去5年間）

【道内私立大学】 
北星学園大学、北海学園大学、天使大学、藤女子大学、北海道薬科大学、北海道医療大学、酪農学園大学

【道外私立大学】 
国際基督教大学、青山学院大学、明治学院大学、東北学院大学、フェリス女学院大学、関東学院大学
明治大学、日本大学、関西外国語大学、千葉工業大学、仙台大学、桐朋学園大学、北京外国語大学 など

　私は英語が好きです。進学コースの英語の授業では、先生が英語で授業を進
めたり、毎週1時間ネイティブの先生の授業があったりします。日本人、外国人
どちらの先生の授業も工夫されていてとても楽しいです。学んだ英語がネイティ
ブの先生に通じた時はとても嬉しいです。また、私は数学が苦手なのですが、昼
休みや放課後などに先生に質問し個人指導を受けています。部活動は陸上部で
400m、800mを専門に走っています。将来はスポーツにかかわる仕事がした
いと思い、理学療法士などの資格が取れる進路を検討しています。そうした目標
ができたのは、陸上部の顧問の先生が「いろいろなスポーツにかかわれるから、
理学療法士などがいいのでは」とアドバイスしてくださったおかげです。勉強と部
活を両立させながら大学に進み、将来は目指す仕事に就きたいと思っています。

進学コース 2年
笠松  夏鈴

札幌市立平岡中央中学校出身

英語展開授業
　個々の英語力を引き上げるよう、それ
ぞれの学力に応じた展開授業を行います。

徹底した教科指導
　国語・数学・英語の3教科では、中学
校から高校への橋渡しとして「学び直し
授業」を行っています。

部活動との両立
　本校生の部活加入率は約8割です。
部活動と日常の授業との両立ができる環
境が本校にはあります。

マラソン追試
　主に数学や英語で行っており、苦手分
野を繰り返し学習し定着へと導くための
ものです。生徒が理解できるまで教師も
サポートします。

自習室とチューター制度
　図書館横に冷暖房を完備した個別ブー
スを用意しています。また、定期試験前の
放課後には、北星学園大学の学生が本
校生徒の学習支援を行います。

3
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4 5

進学コースの
5つのポイント

STUDENT’S
VOICE ▶▶
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明治大学、日本大学、関西外国語大学、千葉工業大学、仙台大学、桐朋学園大学、北京外国語大学 など

　私は英語が好きです。進学コースの英語の授業では、先生が英語で授業を進
めたり、毎週1時間ネイティブの先生の授業があったりします。日本人、外国人
どちらの先生の授業も工夫されていてとても楽しいです。学んだ英語がネイティ
ブの先生に通じた時はとても嬉しいです。また、私は数学が苦手なのですが、昼
休みや放課後などに先生に質問し個人指導を受けています。部活動は陸上部で
400m、800mを専門に走っています。将来はスポーツにかかわる仕事がした
いと思い、理学療法士などの資格が取れる進路を検討しています。そうした目標
ができたのは、陸上部の顧問の先生が「いろいろなスポーツにかかわれるから、
理学療法士などがいいのでは」とアドバイスしてくださったおかげです。勉強と部
活を両立させながら大学に進み、将来は目指す仕事に就きたいと思っています。

進学コース 2年
笠松  夏鈴

札幌市立平岡中央中学校出身

英語展開授業
　個々の英語力を引き上げるよう、それ
ぞれの学力に応じた展開授業を行います。

徹底した教科指導
　国語・数学・英語の3教科では、中学
校から高校への橋渡しとして「学び直し
授業」を行っています。

部活動との両立
　本校生の部活加入率は約8割です。
部活動と日常の授業との両立ができる環
境が本校にはあります。

マラソン追試
　主に数学や英語で行っており、苦手分
野を繰り返し学習し定着へと導くための
ものです。生徒が理解できるまで教師も
サポートします。

自習室とチューター制度
　図書館横に冷暖房を完備した個別ブー
スを用意しています。また、定期試験前の
放課後には、北星学園大学の学生が本
校生徒の学習支援を行います。

3

1 2

4 5

進学コースの
5つのポイント
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共育活動プログラム
自分と違う多様な感性・価値観に触れ、
互いに伝え合い、人間性を育み合う。

　本校で行われるHR活動や生徒会活動、学年協議会の活動は、共育活動の
一環であり、これらの活動を通して、何かひとつのことをやり遂げたり、成功した
り、また失敗した経験を学校全体で共有できるように取り組んでいます。日々の
学校生活では、全校生徒が安心できる学校生活を送ることができるよう、生徒
会執行部を中心としながら諸課題の解決に向け活動しています。

HR活動

　朝のホームルームではスピーチや朝読書など
を行い、他者の言葉に耳を傾け、対話すること
の大切さを学びます。さらに、クラス討議を通し
て集団生活での自治意識を育み、目標を見出し
その達成に向けて努力する大切さを実感します。

学年協議会

　各クラスの委員長、副委員長が集まり、日
常生活や授業などにおける諸課題について話
し合い、解決していくための組織です。この活
動によりリーダー性が養われ、広い視野で周
りを見て物事を解決する力が身につきます。

生徒会活動

　フィリア祭、体育大会などの学校行事を通し
て生徒一人ひとりが充実感や達成感を味わいま
す。行事の企画内容は生徒会執行部が中心に
まとめ、それをもとに活発なクラス討議を行い、
全校一体となって行事をつくり上げています。

PTA活動

　「ひとりぼっちの保護者をつくらない」を合
言葉に、PTA活動でも「共育」が大切にされて
います。学ぶことを大きな目標に掲げ、保護者
と教師が一体となりさまざまな活動を通して
生徒と保護者の学びや成長をサポートします。

4月
○入学礼拝
○前期始業礼拝
○生徒会入会式
○憲法を学ぶ会

5月
○朝読書Ⅰ
○生徒総会
○クラブ壮行会
○高体連

1月
○社会科研修旅行
　（隔年）

2月
○朝読書Ⅲ
○3年生を送る会

3月
○卒業礼拝
○後期期末試験
　（1・2年）
○後期終業礼拝
○春期講習

10月
○後期始業礼拝
○朝読書Ⅱ
○芸術鑑賞
○生徒会役員改選

12月
○学年末試験
　（3年）
○クリスマス礼拝
○冬休み
○冬期講習

11月
○後期中間試験
　（1・2年）
○研修旅行
○平和祈念週間
○北星大指定校入試

8月
○前期期末試験

6月
○前期中間試験
○キリスト教教育週間
○高文連

7月
○フィリア祭（学校祭）
○夏休み
○夏期講習

9月
○体育大会
○前期終業礼拝

▲朝読書の様子

入学礼拝

体育大会

卒業礼拝

▲協議会の様子 ▲フィリア祭の様子 ▲教師と保護者の語ろう会の様子

▲フィリア祭（学校祭）
ステージ発表や屋台・カフェなど、
さまざまな催し物で盛り上がります。

◀クリスマス礼拝
優しい灯りに包まれながら、
パイプオルガンやハンドベル、
聖歌隊の美しい音色や歌声を
聞くと、自然に厳かな気持ち
になります。

◀研修旅行
沖縄やベトナム、台湾など
複数のコースから行き先を
選択できます。

▲クラブ壮行会

高体連

フィリア祭　野外イベント
フィリア祭　ステージイベント

研修旅行　台湾

研修旅行　ベトナム

クリスマス礼拝　ハンドベル演奏

クリスマス礼拝　屋外ツリー

4月

5月

7月

9月

3月
11月

12月

年 間行事
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　本校で行われるHR活動や生徒会活動、学年協議会の活動は、共育活動の
一環であり、これらの活動を通して、何かひとつのことをやり遂げたり、成功した
り、また失敗した経験を学校全体で共有できるように取り組んでいます。日々の
学校生活では、全校生徒が安心できる学校生活を送ることができるよう、生徒
会執行部を中心としながら諸課題の解決に向け活動しています。

HR活動

　朝のホームルームではスピーチや朝読書など
を行い、他者の言葉に耳を傾け、対話すること
の大切さを学びます。さらに、クラス討議を通し
て集団生活での自治意識を育み、目標を見出し
その達成に向けて努力する大切さを実感します。

学年協議会

　各クラスの委員長、副委員長が集まり、日
常生活や授業などにおける諸課題について話
し合い、解決していくための組織です。この活
動によりリーダー性が養われ、広い視野で周
りを見て物事を解決する力が身につきます。

生徒会活動

　フィリア祭、体育大会などの学校行事を通し
て生徒一人ひとりが充実感や達成感を味わいま
す。行事の企画内容は生徒会執行部が中心に
まとめ、それをもとに活発なクラス討議を行い、
全校一体となって行事をつくり上げています。

PTA活動

　「ひとりぼっちの保護者をつくらない」を合
言葉に、PTA活動でも「共育」が大切にされて
います。学ぶことを大きな目標に掲げ、保護者
と教師が一体となりさまざまな活動を通して
生徒と保護者の学びや成長をサポートします。

4月
○入学礼拝
○前期始業礼拝
○生徒会入会式
○憲法を学ぶ会

5月
○朝読書Ⅰ
○生徒総会
○クラブ壮行会
○高体連

1月
○社会科研修旅行
　（隔年）

2月
○朝読書Ⅲ
○3年生を送る会

3月
○卒業礼拝
○後期期末試験
　（1・2年）
○後期終業礼拝
○春期講習

10月
○後期始業礼拝
○朝読書Ⅱ
○芸術鑑賞
○生徒会役員改選

12月
○学年末試験
　（3年）
○クリスマス礼拝
○冬休み
○冬期講習

11月
○後期中間試験
　（1・2年）
○研修旅行
○平和祈念週間
○北星大指定校入試

8月
○前期期末試験

6月
○前期中間試験
○キリスト教教育週間
○高文連

7月
○フィリア祭（学校祭）
○夏休み
○夏期講習

9月
○体育大会
○前期終業礼拝

▲朝読書の様子

入学礼拝

体育大会

卒業礼拝

▲協議会の様子 ▲フィリア祭の様子 ▲教師と保護者の語ろう会の様子

▲フィリア祭（学校祭）
ステージ発表や屋台・カフェなど、
さまざまな催し物で盛り上がります。

◀クリスマス礼拝
優しい灯りに包まれながら、
パイプオルガンやハンドベル、
聖歌隊の美しい音色や歌声を
聞くと、自然に厳かな気持ち
になります。

◀研修旅行
沖縄やベトナム、台湾など
複数のコースから行き先を
選択できます。

▲クラブ壮行会

高体連

フィリア祭　野外イベント
フィリア祭　ステージイベント

研修旅行　台湾

研修旅行　ベトナム

クリスマス礼拝　ハンドベル演奏

クリスマス礼拝　屋外ツリー
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可能性を信じ、どんな困難にも立ち向かう経験は、大きな成果につながります。
　5つの強化指定クラブを中心に、体育系9種・文化系11種が活動しています。部活動を通して、心と心をぶつけ合い、仲間と
共にひとつの目標に向かって全力で打ち込む経験ができるのも、高校時代ならではです。あなたが輝ける場所を見つけてください。

野球部
〈強化指定クラブ〉

練習前のミーティングで
伝える力や聞く力を
養うことができます。
　本校野球部の特長は、人間性を
育む指導です。例えば、練習前に必
ず行うミーティングです。ここで自
分の思いを話す機会が与えられま
す。この経験を通じて、「自分の考
えを伝える・相手の意見を聞く力」
を高められるので、回を重ねるごと
に人間的な成長を実感できます。

進学コース 3年　工藤 勘太
恵庭市立恵明中学校出身

吹奏楽部
〈強化指定クラブ〉

コンクールで金賞を獲得。
演奏会も定期的に開催。

　2016年度は、「北海道吹奏楽
コンクール」にA編成で出場し、
初めて金賞を受賞しました。ま
た、「全日本高等学校吹奏楽大
会 in 横浜」に初の北海道代表
として選ばれ、シード権も獲得し
ました。コンクールや定期的に開
催する演奏会で、多くの経験を
積むことができるのが魅力です。

進学コース 3年　柄澤 伊代
札幌市立あやめ野中学校出身

男子
バスケットボール部
〈強化指定クラブ〉

バスケットボールだけではなく
人として大切なことも
教えてくれます。
　全道大会ベスト8を達成できるよ
う、週6日、練習に励んでいます。個
性の強い部員が集まっているので、
キャプテンとしてみんなをまとめる
ためにも、「自分から行動」をモッ
トーにしています。また、技術のほ
か、礼儀など今後の人生において大
切なことも学べます。

進学コース 2年　藤原 太陽
札幌市立篠路中学校出身

女子
バスケットボール部
〈強化指定クラブ〉

念願の全道大会へ出場。
一番嬉しかった出来事です。

　「平成28年度札幌地区高校バ
スケットボール秋季新人戦」で初
めてベスト8入り。「全道高等学
校新人大会」への出場を果たしま
した。念願の全道大会出場を私
たちの代で叶えることができ、と
ても誇らしいです。今後も仲間と
共に、最後までひたむきに戦いた
いです。

進学コース 3年　矢野 幸歩
札幌市立真栄中学校出身

サッカー部
〈強化指定クラブ〉

全国大会に2年連続出場！
前回の結果を越えたいです。

　2015年度に引き続き、2016年
度も「全道ユース（U-18）フットサル
選手権大会・全日本ユース（U-18）
フットサル大会北海道予選」で2連
覇を達成しました。2017年8月に仙
台で行われる全国大会に出場しま
す。前回の成績はベスト8だったの
で、その結果を越えるのが目標です。

特別進学コース 3年　山﨑 瑠人
江別市立大麻中学校出身

クラブ活動 体育系 （★は強化指定クラブ）

チームプレーを通して、仲間の大切さを学びます。

文化系 （★は強化指定クラブ）

活動を通して、秘めた才能を開花させます。
★野球部
★サッカー部
★男子バスケットボール部
★女子バスケットボール部
　女子バレーボール部

剣道部
陸上部
卓球部
男子バドミントン部
女子バドミントン部

男子テニス部
女子テニス部

★吹奏楽部
　美術部
　書道部
　社会福祉部
　情報処理部

合唱部
ホームメイキング部
English Club 

〈外局〉
北星局
放送局
図書局
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野球部
〈強化指定クラブ〉

練習前のミーティングで
伝える力や聞く力を
養うことができます。
　本校野球部の特長は、人間性を
育む指導です。例えば、練習前に必
ず行うミーティングです。ここで自
分の思いを話す機会が与えられま
す。この経験を通じて、「自分の考
えを伝える・相手の意見を聞く力」
を高められるので、回を重ねるごと
に人間的な成長を実感できます。

進学コース 3年　工藤 勘太
恵庭市立恵明中学校出身

吹奏楽部
〈強化指定クラブ〉

コンクールで金賞を獲得。
演奏会も定期的に開催。

　2016年度は、「北海道吹奏楽
コンクール」にA編成で出場し、
初めて金賞を受賞しました。ま
た、「全日本高等学校吹奏楽大
会 in 横浜」に初の北海道代表
として選ばれ、シード権も獲得し
ました。コンクールや定期的に開
催する演奏会で、多くの経験を
積むことができるのが魅力です。

進学コース 3年　柄澤 伊代
札幌市立あやめ野中学校出身

男子
バスケットボール部
〈強化指定クラブ〉

バスケットボールだけではなく
人として大切なことも
教えてくれます。
　全道大会ベスト8を達成できるよ
う、週6日、練習に励んでいます。個
性の強い部員が集まっているので、
キャプテンとしてみんなをまとめる
ためにも、「自分から行動」をモッ
トーにしています。また、技術のほ
か、礼儀など今後の人生において大
切なことも学べます。

進学コース 2年　藤原 太陽
札幌市立篠路中学校出身

女子
バスケットボール部
〈強化指定クラブ〉

念願の全道大会へ出場。
一番嬉しかった出来事です。

　「平成28年度札幌地区高校バ
スケットボール秋季新人戦」で初
めてベスト8入り。「全道高等学
校新人大会」への出場を果たしま
した。念願の全道大会出場を私
たちの代で叶えることができ、と
ても誇らしいです。今後も仲間と
共に、最後までひたむきに戦いた
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全国大会に2年連続出場！
前回の結果を越えたいです。
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台で行われる全国大会に出場しま
す。前回の成績はベスト8だったの
で、その結果を越えるのが目標です。

特別進学コース 3年　山﨑 瑠人
江別市立大麻中学校出身

クラブ活動 体育系 （★は強化指定クラブ）

チームプレーを通して、仲間の大切さを学びます。

文化系 （★は強化指定クラブ）

活動を通して、秘めた才能を開花させます。
★野球部
★サッカー部
★男子バスケットボール部
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　女子バレーボール部
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陸上部
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【学習設備】

■情報室A・B
授業で使用するほか、生徒の個人利用のため
に放課後19時まで開放しています。

■視聴覚室
プレゼンテーションに利用したり、講演会など
も開ける大教室です。

■音楽室A・B
音楽室A・Bがあり、芸術の授業で使われる
ほか、吹奏楽部の練習場所としても十分な広
さを備えています。

充実した教育環境
本校には、学習や部活動のためのさまざまな設
備が用意されており、明るく開放的な空間で多
くの生徒が利用しています。

【スポーツ設備】

■メインアリーナ
バスケットコート2面が取れる広さです。バドミントン部・バスケットボー
ル部などの練習が活発に行われています。

■サブアリーナ
バドミントンコート2面が取れる広さです。

■体育室
卓球部や剣道部などのクラブの練習が活発に
行われています。壁には大きな鏡があるので、
フォームのチェックなどにも便利です。

■トレーニングルーム
各種トレーニング器具を取り揃えており、多く
のクラブが利用しています。

■テニスコート
テニスコートが2面あり、放課後には男子・女
子テニス部が毎日のように練習で汗を流して
います。

■野球グラウンド
2つの照明が設置されており、夜間練習にも
対応できる環境が整っています。

■サッカーグラウンド
夜間練習に備えて8つの照明があり、昼夜を
問わず活動できます。

■合宿所（同窓会館）
サッカーグラウンドと野球グラウンドの間には、生
徒の宿泊施設として合宿所が設置されています。

北
星
大
附
属
生
の
一
日

　全校礼拝では先生方が自
身の経験を語ることもありま
す。時には失敗談もあり、意
外な一面が分かって親しみ
が持てます。

深田 晃聖くんの場合
特別進学コース 2年
北広島市立広葉中学校出身

　昼休みは友だちと一緒に
ご飯を食べたりして楽しん
でいます。休日には友だち
と一緒に買い物や勉強もし
ます。

笠松 夏鈴さんの場合
進学コース 2年
札幌市立平岡中央中学校出身

【13:00】 午後の授業
特に数学の授業が楽しい
です。ベクトルを学んだ
時には、初めての分野な
ので、とても新鮮でした。

【15:50】 帰りのHR
単語帳を使い、みんなで
単語学習しています。毎
日続けるので単語力が
アップします。

【16:30】 課外活動
放課後はテニスコートへ
ダッシュ。雨の日は体育
館で筋トレ。19:00で終
わり、下校します。

【6:30】 起床
両親、寝坊しがちな妹と
4人で朝食。しっかり食
べます。バス、電車を乗
り継いで、登校。

【8:40】 全校礼拝
毎週月曜日にあります。
聖書の一節が読まれ、そ
れに関連するお話をして
くれます。

【20:30】 帰宅
食事や入浴のあと、2時
間ほど予習・復習をして、
23:30に就寝。

【12:40】 昼休み
仲の良い友だち7、8人
で一緒にランチ。母の手
づくりのお弁当に感謝。

【15:30】 課外活動
19:00まで陸上部で練
習。大会でベストタイム
が出せるように頑張って
ます。

【6:30】 起床
朝食後、7:30に出発し
ます。バス、地下鉄、バ
スと乗り継いで、8:15ま
でに登校します。

【8:30】 朝のHR
その日の連絡の他、朝読
書をしたりテスト前には
朝学習をしたりします。

【8:50】 授業開始
大好きな体育の授業で体
を動かし楽しんでいます。

【20:00】 帰宅
夕食、入浴、明日の準備、
その後に勉強します。足
りない分は日曜にまとめ
て勉強しています。

■自習室
空調設備を完備しており、集中して自主学習に取り組めます。

■図書室
蔵書はデータベース化されており、PCでの蔵書検索が可能です。

※全校礼拝のある月曜日とその他の曜日では授業開始時間が異なります。
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生徒の進路が多様化する中で、
生徒それぞれの進路希望に応じた
きめ細かなサポート体制をとっており、
進路希望の実現をバックアップしています。

進　学

進学実績

北星学園大学・短大
32％

国公立大学
2％

道内私立大学
23％

道外私立大学
10％

進学率
90％

短大・専門学校
23％

その他
10％

全国に約400名の指定校推薦枠があります。

「指定校推薦」とは、高校と大学との信頼関係に基づく
推薦制度で、大学から高校ごとに推薦枠が決められます。
また本校はキリスト教主義の学校として「キリスト教学校
教育同盟」※に加盟しており、通常の指定校推薦枠のほ
かにこの同盟に加盟している高校にのみ与えられる推薦
枠もあります。
※キリスト教学校教育同盟は日本のプロテスタント系のキリスト教
学校103学校法人によって組織されています。

指定校推薦

キリスト教系の大学への指定校推薦枠もあります。

指定校推薦枠のある大学・短期大学

OB&OG VOICE ▶▶

先生からの熱心な励ましと推薦制度のおかげで、
好きな英語に熱中しています。

高校生活で培った人生観や勉強への取り組み方が、
大学生活での充実につながっています。
　特進コースは少人数で、勉強でもお互い
に励まし合うなど、級友と深い人間関係が
築けました。サッカー部では監督との出会
いが一生の財産になり、「目標を明確にし
て、日々の生活を組み立てる」ことを学びま
した。3年次になってからは特に数学や物
理など理系の先生方に、勉強・進路の相

　勉強が全般的に得意ではなかった私。
でも、2年次の英語のクラスで、先生が熱
心に指導してくださり、英語の面白さに目
覚めるとともに、私に自信をつけてくれまし
た。自分が知っているつもりの英単語でも、
「新しい意味があるかもしれない」と、丁寧
に辞書を引く習慣が身につきました。それ

が大学での専攻につながっています。また、
進路の悩みにも親身にアドバイスをしてく
ださり、北星大附属高ならではの推薦制度
を利用して進学できました。大学では社会
言語学や異文化コミュニケーションなど、
幅広い視野から言語としての英語を勉強で
き、充実した日々を過ごしています。

談で個人的な指導をいただきました。先生
方の熱心さがなければ、ここまで挑戦でき
なかったかもしれません。私には航空関係
の仕事に就きたいという夢があり、それに
向かって勉強を始めたところです。大学で
の日々がとても充実しているのも、北星大
附属高のおかげだと感謝しています。

電気通信大学
情報理工学域 Ⅲ類理工系 1年
特別進学コース 2017年 卒業

佐藤  岳
江別市立大麻中学校出身

北星学園大学
文学部 英文学科 1年
進学コース 2017年 卒業

京谷  琴文
札幌市立月寒中学校出身

▼ 国公立大学
北海道教育大学札幌校
北海道教育大学旭川校
北海道教育大学函館校
室蘭工業大学
帯広畜産大学
名寄市立大学
はこだて未来大学
釧路公立大学
公立鳥取環境大学

▼ 道外私立大学
千葉工業大学
日本大学
国士舘大学
東海大学
関西外国語大学
国際武道大学
大阪産業大学
フェリス女学院大学

▼ キリスト教教育同盟校
国際基督教大学（ICU）
青山学院大学
明治学院大学
東北学院大学
関東学院大学
聖隷クリストファー大学
名古屋学院大学
桜美林大学
神戸女学院大学　　 など

▼ 道内私立大学
北星学園大学
北海学園大学
北海道医療大学
藤女子大学
北海道薬科大学
天使大学
北海商科大学
日本医療大学
酪農学園大学

北海道科学大学
札幌大谷大学
千歳科学技術大学

▼ 道内大学・短期大学
北星学園大学
北海学園大学
酪農学園大学
札幌大学
札幌学院大学
札幌国際大学
北海道科学大学
北翔大学
天使大学
北海商科大学
稚内北星学園大学
北星学園大学短期大学部
北海道武蔵女子短期大学
北翔大学短期大学部
光塩学園女子短期大学
札幌国際大学短期大学部

▼ 道外大学・短期大学
東海大学
東洋大学
城西国際大学
国士舘大学
聖学院大学
秀明大学
日本大学
立正大学
山梨学院大学
中央学院大学
八戸工業大学
太成学院大学
鳥取環境大学
北京外国語大学
青山学院女子短期大学
上智大学短期大学部   など

国際基督教大学（ICU）
青山学院大学
明治学院大学
東北学院大学
恵泉女学園大学
活水女子大学
東洋英和女学院大学

同盟校推薦枠のある大学
聖隷クリストファー大学
関東学院大学
三育学院大学
弘前学院大学
フェリス女学院大学
神戸女学院大学
名古屋学院大学　 など
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YES

就学支援金と各種制度のご案内
国の就学支援金制度と、本学園独自の各種制度の併用で、学費負担が大幅に軽減されます。

【学費】

〈本校独自の奨学金制度〉入学金免除制度

■特別進学コース全入学者対象
　（学習内申・受験区分は問わず）
■出願時の学習内申 236（Dランク）以上の
　進学コース推薦・専願受験 入学者対象

対

　象

対

　象

入学一時金のうち
入学金 240,000円を免除

年額（上限）
100,000円

を支給

入学金 240,000円
＋

諸団体入会金等7,000円

＝

入学一時金 247,000円

入学一時金の
負担金額

7,000円

さらに
安心の
制度

特別進学コース推薦・専願受験および特別進学
コース一般受験合格者、成績上位25％の入学対
象者（学習内申は問わず）
※学習と生活面で問題が無ければ1年ごとに更新
※授業料負担額を上限とします。

〈本校独自の奨学金制度〉特別進学コース奨学金
家計が急変した場合※

学費負担が最長で1年間
免除されます

※保護者の失職や破産、事
故、病気もしくは死亡等、
または天災、風雨水害等に
より家計が急変し、制度適
用の申請をした者が対象。

〈北星学園〉スカラーシップ制度

授業料 29,000円 ＋ 校舎維持費 4 ,000円 ＝ 学費（月額）33,000円

〈国の政策〉就学支援金制度

月額 24,750円
を支給

〈北星学園〉授業料軽減制度

月額 6,500円
が学費から免除

〈国の政策〉就学支援金制度

月額 19,800円
を支給

〈北星学園〉授業料軽減制度

月額 7,000円
が学費から免除

〈国の政策〉就学支援金制度

月額 14,850円
を支給

〈国の政策〉就学支援金制度

月額 9,900円
を支給

〈国の政策〉就学支援金制度
給付なし

学費負担（月額）
1,750円

学費負担（月額）
6,200円

学費負担（月額）
18,150円

学費負担（月額）
23,100円

学費負担（月額）
33,000円

※国の政策変更により、内容が変わることがあります。
※年収は4人家族の世帯を参考にしています。世帯の構成（人数や年齢など）により基準は異なります。
※ここに記載した他にも、北星学園独自の奨学金制度があります。

北星学園大学附属高校から
北星学園大学への進学

探究プログラム
　北星学園大学に推薦で進学する生徒向けに、1月下旬～2月中旬の約3週間
実施しているプログラムです。「与えられたものを学ぶ」という高校までの学びか
ら大学での学びへとスムーズに移行できるよう、自ら課題を設定し、その課題を
解決するという内容で、いわば「学び方を学ぶ」というプログラムになります。プ
ログラム期間中は、アシスタントとして北星学園大学に在籍している本校の卒業
生が、生徒にさまざまなアドバイスをしてくれます。

【学び方を学ぶ】

　北星大附属高は「共育」という言葉をとても大事にしていますが、大学でも先生と学生、卒業生が交流できる
場を作っています。学園の中心に備えられたラーニング・コモンズには、1階に国際交流センターとカフェがあ
り学生たちが集います。２階には勉強をするために必要な機材を設置し、学生が自ら学ぶ場になっています。学
びたい者が学べる環境が整っているというのは、附属高校と同様です。
　北星大附属高は自由にのびのびと自分の目指す学習ができ、さまざまな部活動もさかんに活動しています。ま
た教師も熱心で、学校のそばには野幌原始林があるという非常に恵まれた環境です。そこで3年間を過ごし、
北星学園大学を目指していただきたいと思います。

50周年記念ホール
500名収容の講堂は、講義はもちろん、公開
講座や各種学会などの会場など、北海道の
新たな知の拠点としてさまざまな活用をして
いきます。

ラーニング・コモンズ
学生同士の「出会い」と「創造」の場として、学
びの目的やスタイルに応じた6つのエリアを設
置。ピア・サポーターを配置し、主体的な学び
の新たな拠点となっています。ノートテイキン
グなどの学習セミナー等も開催されています。

毎年3人に
1人が北星学園
大学へ進学！！

附属高校として、北星学
園大学に100名の指定
校推薦枠があります。

● 経済学研究科
● 文学研究科
● 社会福祉学研究科

● 心理・応用コミュニケーション学科
● 英文学科
● 経済法学科
● 経営情報学科
● 経済学科
● 福祉心理学科
● 福祉臨床学科
● 福祉計画学科

● 生活創造学科
● 英文学科

■大学院、大学学部と学科

大学院

文学部

経済学部

社会福祉学部

短期大学部

21 Hokusei Gakuen Univ. High School.

学園長 酒井 玲子

【入学一時金】

下記の対象条件を
ご確認ください

対  

象

生活保護世帯・
又は市町村民税（所得割）
非課税世帯ですか？

保護者の年収が
約250万円以上
350万円未満程度ですか？

対  

象

保護者の年収が
約350万円以上
590万円未満程度ですか？

対  

象

保護者の年収が
約590万円以上
910万円未満程度ですか？

対  

象

就学支援金・授業料軽減

入
学
金
免
除
制
度

NO

YES

NO

YES

NO

YES

NO
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JR函館本線

JR千歳線36

大谷地

12 白石

JRバス・中央バス
「もみじ台北3丁目」

●札幌テクノパーク

　　　●
北星学園大学
北星学園短期大学部

北星学園大学
附属高等学校

JR札幌駅
から20分 ● JR札幌～新札幌 【12分】

● JR白石～新札幌 【6分】
● 地下鉄さっぽろ～新さっぽろ 【19分】
● JR千歳～新札幌 【33分】
● JR恵庭～新札幌 【24分】
● JR江別～森林公園 【14分】

主要駅からの通学時間

● 新札幌バスターミナル～本校
　[JRバス・中央バス] 【8分】
● JR森林公園～本校
　[中央バス] 【11分】

路線バス

希望ヶ丘 ⇆ 柏葉台団地 ⇆ 南が丘4丁目 ⇆ 美しが丘3-6 ⇆ 緑ヶ丘団地 ⇆ 平岡ライブヒルズ南 ⇆ 本校
③大曲コース（主な停留所）
西友福住店前 ⇆ 北野1-1 ⇆ 真栄1-1 ⇆ 美しが丘3-2 ⇆ イオンモール札幌平岡 ⇆ 北野6-5 ⇆ 本校
②福住コース（主な停留所）
ゆめみ野 ⇆ JR江別駅 ⇆ 三番通3丁目 ⇆ JR野幌駅 ⇆ 大麻11丁目 ⇆ 厚別北2-4 ⇆ 本校
①江別コース（主な停留所）

江別方面・福住方面・大曲方面からのスクールバスが運行。毎日、安心で快適な通学です。

スクールバス
運行

授業見学会
10月21日（土）　9:30－12:00

夜の学校見学・相談会
12月1日（金）－12日（火）　19:00－20:00 

学校公開説明会

7月1日（土） 9月16日（土） 11月18日（土）

9:30－12:30

※土・日除く

学校公開説明会
専用お申し込みアドレス…▶

go@hokusei-s-h.ed.jp

授業見学会
専用お申し込みアドレス…▶
kengaku@hokusei-s-h.ed.jp

夜の学校見学・相談会
専用お申し込みアドレス…▶
yorugaku@hokusei-s-h.ed.jp

［第１回］ ［第2回］ ［第3回］

参加お申し込みは 氏名、中学校名、学年を明記してFAX（011-897-0360）または上記の各専用お申し込みアドレスへ。 

http://www.hokusei-s-h.ed.jp　北星大附属 検索 ※詳しくはホームページを
　ご覧ください。

※全ての停留所、料金等につきましては本校ホームページでご確認ください。

学校紹介ムービーを
こちらから
ご覧になれます ・・・・▶


