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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
　（新さっぽろ経由）
　[中央バス] 【20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店 ⇄ 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

※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。 ※運行については年度ごとに見直しを行います。 ※平日のみの運行となります。

【TEL】 職員室 011（897）2881　事務室 011（898）2273　【FAX】 011（897）0360
【ホームページ】 http://www.hokusei-s-h.ed.jp　【E-mail】 hokusei@hokusei-s-h.ed.jp

〒004-0007　札幌市厚別区厚別町下野幌38番地

北星学園大学附属高等学校
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北星学園大学附属高等学校
T H E  T R U T H  W I L L  L I B E R A T E  Y O U .

授業見学会
10月17日（土）

夜の学校見学・相談会
12月1日（火）～9日（水） 

学校公開説明会 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

9月12日（土）
［第2回］

11月14日（土）
［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。

19:00～20:00

9:30～12:00
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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。

国公立大学進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。

部活動で全国大会出場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。

The truth will liberate you.
●教学聖句

●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）

私たちが
大切にしたいこと
北星学園大学の教育方針に基づき、

附属高校では、大学で学ぶための基礎となる

学びを三つの視点から大切にします。

人間性 社会性 国際性

北星学園大学の教育方針



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。

つの特徴北星大附属の

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、
北星大附属で学ぶことでどうして自分らしく輝くことができるのでしょうか。
ここでは、北星大附属の特徴やさまざまな取り組みをご紹介いたします。

北星学園大
学

附属高等学
校で

自分らしく
輝く

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
どで多くの人の話を聴く機会があります。
そうした活動の中で自分を知り、他者を認
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。

1

英語教育の強化
～英語発展授業と自己表現力の育成～

英語で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、オンライ
ン英会話を導入し、自分の考えを表現す
る機会を積極的に取り入れています。展
開授業の形をとっており、個々の生徒の進
度に応じた授業を行っています。

2

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、寄り添っています。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。

3

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・
研究」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、事前学
習からはじまり、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。

4

ICTを活用した
授業展開
生徒全員にタブレット端末（Surface Go）
を配付しています※。全館にWi-Fi環境を
整備しているので、校舎内どこででもタブ
レット端末を活用することができ、オンラ
イン英会話や遠隔授業などICTを活用し
た授業を展開しています。

5

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。

6

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。

7

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
種、文化系11種が活動しています。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

【正装】左 【略装】右

宮﨑 真歩
北広島市立広葉中学校出身

加川 航大
千歳市立北斗中学校出身

髙橋 颯
札幌市立厚別中学校出身

後藤 朝帆
札幌市立東月寒中学校出身

※別途レンタル料がかかります。
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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。

学校長　今城　慰作

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
　週のはじまりには、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。学外講師の話を聞き、平和へ
の想いと祈りを心に刻みます。

　中学生のみなさんは、どのような夢や目標があって高校に進学しようと考えていますか？ただ、友だちが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、何を身につけようとするのか、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。

　みなさんが大人になる頃、社会の構造が大きく変化すると言われています。また近年、異文化や異なる考えを持つ人 と々出会う機

会が増え、個人の意識や価値観の多様化はさらに進むと言われています。

　本学園は1887年（明治20年）に創設され、キリスト教の精神を教育の基礎として教育活動を行ってきました。私たちは、こうした変

化し続ける社会の中においても、聖書の中に変わらない「真理」があることを信じています。高校生活が単なる大学進学への準備期

間ではなく、毎週の全校礼拝や聖書の授業、年間の行事を通して、自分のあり方や、生きる姿勢を問い続ける３年間としてほしいと

思います。そして、これから生きる社会で、隣人（となりびと）と共に生きる姿勢を身につけてほしいと願っています。

　具体的には、英語によるコミュニケーション能力育成の強化のため、学内外を通じての学習プログラムがあります。将来、進学や社

会で活躍するイメージを育むため、北星学園大学の先生の出張講義や、卒業生、社会で活躍をしている先輩たちの話を聞く授業が

あります。本校では修学旅行や見学旅行という受け身の旅行ではなく、各自が国内外から一つのコースを選び、事前学習をしながら

自ら学び、現地での経験や出会いを深めることができる「研修旅行」が２年次にあります。また進路指導では、北星学園大学への内

部進学はもちろん、道外のキリスト教学校教育同盟校（国際基督教大学（ICU）、明治学院大学、青山学院大学、東北学院大学な

ど）への指定校推薦を利用した進学の可能性もあります。

　本校独自の教育プログラムによって、豊かな人間性、社会性を身につけ、思いやりと優しさ、異なる考え方や価値観を受け入れら

れる広い心を持つ人間へと育ってほしいと願っています。さぁ、私たちと共に、新たな一歩を踏み出しませんか？



沖縄

台湾

ベトナム

フィリピン
タイ

沖縄コース タイコースフィリピンコース 台湾コース ベトナムコース

（2019年度実施コース）（2019年度実施コース）

物事をさまざまな視点から
とらえ、表現するための
基礎力を身につける。

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。

世界に飛び出し、多様な
文化の認識を深める。

世界各地５コースに分かれて、現地フィールドワークを行い
ます。地理・歴史・文化等の観点からアプローチし、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、より有意義な経験になります。

※行き先は世界情勢により変更が生じることがあります。

平和的な解決の糸口を探り、
考えを表現する力を養う。

【特別進学コース】
●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2年次1 年次

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や風土を学び、 世界で活躍するためのグローバルな思考へ導きます。

※2020年度は社会情勢により国内4コースでの実施。
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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年間クラスメート
が同じであるため、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。

特別進学
コースの5つの

POINT

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。1
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。2
英語特講・土曜講習
1年次から国語・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。3
全生徒にタブレットPCを配付
全館Wi-Fiを完備し、ICT環境を利用して、各教科でより深い学びを得ることのできる授業を展開しています。4
勉強合宿を通して学習スタイルを定着
受験生としての成長を目指し、クラス全員で泊まり込み、集中して学習します。5

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

募集定員

35名

大学進学の選択肢が大きく広がりました
●特別進学コース 2年 佐藤 彩人 （千歳市立富丘中学校出身）

　特進コースは少人数制で先生との距離が近く、質問しやすい雰囲気なので、どの授業でも理解が深ま
ります。私は英語が好きで、英検の二次面接の練習を何回もしていただくなど、個人指導も受けています。
私立大学の同盟校推薦枠が多くあり、また国公立大学への受験勉強にも力を入れているので、大学進
学の選択肢が大きく広がりました。今は志望する大学を意識して、英語学習を中心に取り組んでいます
が、将来は第二外国語も習得して、国際的な仕事ができるようになりたいと思っています。

勉強と部活を両立しながら自分で考え行動する力を養います
●特別進学コース 理科教諭 西浦 孝至 先生

　国公立・難関私立大学を目指して、勉強面でも自立・自律を目指し、未知の問題に直面した時に解決
しようとする意欲や力を育てています。ポジティブな言動で次にチャレンジすること、また、生徒同士が
良い点・良くない点を指摘し合いながら、全員で高め合うことを大切にして、挑戦を繰り返し、さらなる
高い目標に向かっていく人間への成長を促しています。特進コースではクラス全員で北大のオープンキャ
ンパスに参加し、モチベーションを高めるだけではなく、行事としても楽しんでいます。

【道内国公立大学】 北海道教育大学（札幌校、岩見沢校、旭川校、函館校）、小樽商科大学、札幌市立大学、室蘭工業大学、
公立千歳科学技術大学、名寄市立大学、公立はこだて未来大学、釧路公立大学

【道外国公立大学】 岩手大学、群馬県立女子大学、電気通信大学、都留文科大学、静岡文化芸術大学、公立鳥取環境大学、
岡山大学、琉球大学

主な進学先

TEACHER’S

VOICE

STUDENT’S

VOICE
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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・探究的な選択授業を行います。

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

募集定員

220名

進学
コースの5つの

POINT

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。1
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。2
全生徒にタブレットPCを配付
全館Wi-Fiを完備し、ICT環境を利用して、各教科でより深い学びを得ることのできる授業を展開しています。3
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。4
自習室と北星学園大学 学生アドバイザー制度
図書室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、北星学園大学英文学科の学生が本校生徒の英検の二次試験対策を行います。

5

先生とのコミュニケーションがしっかりとれるので、安心です
●進学コース 2年 宍戸 芽衣 （札幌市立北野台中学校出身）

　私は英語教育に力を入れていることから入学を決めました。ネイティブの先生の授業は一緒に洋楽を
歌ったり、踊ったりすることもあり楽しさ満点です。入学後、キリスト教の学びに触れて教会に通うように
なり、奉仕活動にも参加しています。またSDGsについて学びSNSで普及活動もしています。世界中か
ら学生が集まる大学に進学し、将来社会貢献ができる学部を目指しています。北星大附属は放課後でも
マンツーマンで教えてもらえるなど、先生とのコミュニケーションがしっかりでき、安心して学べます。

自他を大切にし、学び合い、育ち合う関係を
●進学コース 国語科教諭 山田 智子 先生

　一人ひとりがかけがえのない命を持つ者として、自分も他者も大切にするクラスづくりを目指し、互いを
思い合う「言葉」の大切さを伝えています。授業では個々の頑張りを評価するとともに、学び合い育ち合
う関係を築きながら活気のある授業を行っています。フィリア祭、体育大会などは、企画から実行まで協
力して物事を成し遂げることができる機会です。生徒同士、生徒と教師が感動や喜びを共に味わう経験
を通して、社会で求められる力（主体性・多様性・協働性）が養成されることを願っています。

【道内国立大学】 北海道教育大学
【道内私立大学】 北星学園大学、北海学園大学、天使大学、北海道医療大学、藤女子大学、酪農学園大学、北海道科学大学
【道外私立大学】 東北学院大学、城西大学、城西国際大学、千葉工業大学、国際基督教大学（ICU）、青山学院大学、
明治学院大学、東洋大学、関東学院大学、日本大学、フェリス女学院大学、名城大学、中京大学、関西外国語大学、
北京外国語大学

主な進学先

STUDENT’S

VOICE

TEACHER’S

VOICE
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●進学コース 2020年3月卒業/
　北星学園大学 経済学部 経営情報学科1年
  井内 俊之介さん （高松市立太田中学校出身）
　自由な校風の中、映像制作を通して「さまざまな物事を客
観的かつポジティブに捉え、情報を整理し、それに従って行
動する力」を北星大附属では得ることができました。将来は、
若手クリエイターを集め、大学での学びを生かしてITで北
海道を活性化させる会社を起業したいと思っています。

●特別進学コース 2020年3月卒業/
　天使大学 看護栄養学部 看護学科1年
  平原 紅愛さん （江別市立中央中学校出身）
　私は3年次に生徒会副会長になったことで、感動的なフィ
リア祭を体験することができました。また、勉強の苦手科目
は先生方のマンツーマン指導のおかげで克服しました。現在
は大学でキリスト教的人間観に基づいた、患者さんの心によ
り寄り添った看護を学んでいます。

●進学コース 2020年3月卒業/
　明治学院大学 国際学部 国際学科1年
  玉井 秀宙汰さん （札幌市立厚別南中学校出身）
　生徒会長の時の経験や、研修旅行のフィリピンで学んでき
たことが、今の進路につながっています。北星大附属には、
未知の世界を知るチャンスがたくさんあります。そのチャンス
をつかみ、生かして、現在大学では、異文化の人と共に活躍
できる人間を目指して学んでいます。

●特別進学コース 2020年3月卒業/
　岡山大学 文学部 人文学科1年
  大野 貴子さん （恵庭市立恵明中学校出身）
　放送局での活動が高校時代の一番楽しい思い出です。研
修旅行では海外に行くことができたなど、勉強でも勉強以外
でも求めれば成長できる機会や環境がたくさんありました。
自ら行動を起こせば、それに応えてくださるたくさんの先生
方がいたことが今の自分をつくっています。
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進　路
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。

進学実績
【道外私立大学】

・千葉工業大学
・日本大学
・東海大学
・関西外国語大学
・国際武道大学
・東洋大学
・城西国際大学
・名城大学 など

【キリスト教学校教育同盟校】

・国際基督教大学（ICU）

・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
・フェリス女学院大学
・三育学院大学 など

【道内私立大学】

・北星学園大学
・北海学園大学
・天使大学
・北海道医療大学
・藤女子大学
・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 など

【国公立大学】

・北海道教育大学
　 札幌校、岩見沢校、
　 旭川校、函館校

・小樽商科大学
・札幌市立大学
・室蘭工業大学
・公立千歳科学技術大学
・帯広畜産大学
・名寄市立大学
・公立はこだて未来大学

・釧路公立大学
・岩手大学
・群馬県立女子大学
・電気通信大学
・都留文科大学
・静岡文化芸術大学
・公立鳥取環境大学
・岡山大学
・琉球大学 など

指定校推薦
全国に約400名の指定校推薦枠があります。キリスト教系の大学への指定校推薦枠もあります。

【道内大学・短期大学】
・北星学園大学
・北海学園大学
・天使大学
・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
・北海商科大学
・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 など

【道外大学・短期大学】
・城西国際大学
・国士舘大学
・聖学院大学
・秀明大学
・日本大学
・中央学院大学
・八戸工業大学
・上智大学短期大学部 など

【海外】
・北京外国語大学

・国際基督教大学（ICU）
・明治学院大学
・酪農学園大学
・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

・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

指定校推薦枠のある大学・短期大学 キリスト教学校教育同盟校推薦枠のある大学

OB&OG
VOICE

北星学園
大学・短大

　　31.3％

国公立大学
3.4％

道内私立大学
30.8％

道外私立大学
7.7％

進学率
95％

短大・専門学校
22.1％

その他
4.7％

※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102学校法
人によって組織されています。

　「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。



体育大会

高体連

研修旅行 タイ

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。

　本校で行われるホームルーム活動や生徒会活動、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、全校生徒が安心して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。

●ホームルーム活動

　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。

　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。

　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、
全校が一体となって行事をつくり上げています。

　「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。

●学年協議会 ●生徒会活動 ●PTA活動

クラス討議の様子 協議会の様子 フィリア祭（学校祭）の様子 教師と保護者の語ろう会の様子

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
■入学礼拝
■前期始業礼拝
■生徒会入会式
■憲法を学ぶ会

■生徒総会
■クラブ壮行会
■高体連

■社会科研修旅行
　（隔年）
■英語科研修旅行
　（隔年）
■探究プログラム
　（3年北星大進学者）

■朝読書
■3年生を送る会

■卒業礼拝
■後期期末試験
　（1・2年）
■後期終業礼拝
■春期講習

■後期始業礼拝
■朝読書
■芸術鑑賞会
■生徒会役員選挙
■平和祈念礼拝

■学年末試験
　（3年）
■クリスマス礼拝
■冬休み
■冬期講習

■後期中間試験
　（1・2年）
■研修旅行（2年）
■北星大指定校入試

■前期期末試験■前期中間試験
■キリスト教教育週間
■高文連

■フィリア祭（学校祭）
■夏休み
■夏期講習

■体育大会
■前期終業礼拝

年間行事喜びと感動がいっぱい

入学礼拝

4月

5月 9月 12月

7月

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。

フィリア祭 ステージイベント

フィリア祭 野外イベント

11月 研修旅行
沖縄やタイ

、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

クリスマス礼拝　屋外ツリー

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。

卒業礼拝

3月

※行事は年度によって時期が前後する場合があります。

研修旅行 台湾 研修旅行 沖縄
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仲間と共に自分らしい未来を部活動を通して創る。
　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。

クラブ活動

チーム一丸となって練習に励んでいます
　北星大附属の男子バスケ部は、粘りのディフェンスから速攻
で点を取る、スピーディなプレーが特徴です。このスタイルで
全道大会出場も経験しました。これからはその結果を越えられ
るよう、チームが一丸となって取り組んでいます。

●進学コース 3年　上村 祐貴 （札幌市立福井野中学校出身）

男子
バスケット
ボール部

〈強化指定クラブ〉

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。
★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

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。
★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
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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
的な空間を多くの生徒が利
用しています。

■Wi-Fi環境整備
各教室にWi-Fi環境を用意しており、必要に応じ
て学習に活用しています。

学習設備学習設備 学習設備

学習設備学習設備 学習設備

　どんな場面でもコミュニケーションが重要となるの
で、学校ではできるだけいろいろなクラスメートと接し、
会話するよう心がけています。

Aくんの場合
進学コース 2年 （サッカー部所属）

　特別進学コースはクラス替えがないので、入学から
卒業までずっと同じクラスメート。3年間かけて絆を深
められるところが魅力です。

Bさんの場合
特別進学コース 2年 （女子バドミントン部所属）

帰宅
夕飯、入浴後は、勉強タイム。遅
くても24：00までにはベッドに
入るようにしています。

21:00課外活動
19：00までストレッチや基礎練
習などを実施。

16:00午後の授業
テストに出そうな重要なところ
は、後で見てもわかるよう、授業
ノートを工夫しています。

13:15朝練
8：10までサッカー部の朝練に
参加。ここではシュートやパスの
練習を中心に行います。

7:30登校
毎日、1時間かけて自転車登校
します。自転車のほうが早く学校
に着くので便利です。

6:30起床
もっと練習したいと思ったとき
は、この時間に起床して、サッ
カー部の朝練に参加します。

5:20

帰宅
勉強に入る前に、夕飯の片づけ
やお風呂掃除など、家のお手伝
いも率先してやっています。

18:40課外活動
特別進学コースは7時間授業な
ので、みんなより30分遅れて参
加。毎週火曜はお休みです。

16:30昼休み
仲のいい友だちとランチです。
一緒に過ごす時間が何よりのリ
フレッシュになっています。

12:40授業開始
数学と理科が苦手ですが、習っ
たことをその日のうちに習得す
るよう心がけています。

8:50登校
テスト前は移動中も勉強。スマ
ホにノート等の画像を入れてお
くと、とても便利です。

8:10起床
小論文のテーマ選びに役立つと
思い、最近、朝食時に新聞を読
むのが習慣になっています。

6:00

※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。

スポーツ
設備

スポーツ
設備

スポーツ
設備

スポーツ
設備

スポーツ
設備

スポーツ
設備

スポーツ
設備

スポーツ
設備

■音楽室
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の広さもあります。

■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。

■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。

■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。

■情報室
2019年度に機器が一新されました。

■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。

■同窓会館（合宿所）
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。

■テニスコート（総合グラウンド）
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。

■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。

■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。

■サッカーグラウンド（総合グラウンド）
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。

■野球グラウンド（総合グラウンド）
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。

■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。

北
星
大
附
属
生
の
一
日

特別進学コースの生徒の一例

進学コースの生徒の一例
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● 文学研究科
● 経済学研究科
● 社会福祉学研究科

● 英文学科
● 心理・応用コミュニケーション学科

● 経済学科
● 経営情報学科
● 経済法学科

● 福祉計画学科
● 福祉臨床学科
● 福祉心理学科

● 英文学科
● 生活創造学科

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

　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、北星学園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。大学の中心に備えられたセンター棟の1階には国際教育センターとカフェがあり学生たちが集
います。２階のラーニング・コモンズ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、北星大附属高と同様です。
　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。

理事長・学園長 古川 敬康

北星学園大学附属高校から北星学園大学への進学

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。

【50周年記念ホール】
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。

【ラーニング・コモンズ】

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

さまざまな奨学金と減免制度、就学支援金のご案内

※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。
※授業料等学費は、2020年度入学生の金額です。

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る場合があります。

YES

【 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

入学一時金のうち
入学金 240,000円を免除

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

学費（月額）36,000円

〈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

〈国の政策〉就学支援金制度

月額 33,000円
を支給

〈北星学園〉授業料軽減制度

月額 500円
を学費から免除

学費負担（月額）
2,500円

学費負担（月額）
26,100円

学費負担（月額）
36,000円

【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
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

対

　象

年額（上限）
100,000円
を支給

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なければ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

さらに詳しい情報は https://www.hokusei.ac.jp　 北星学園大学 検索

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。
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