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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 .

未来への扉を開く
あなたがあなたらしく輝けるように

地下鉄東西線

地
下
鉄
南
北
線

地
下
鉄
東
豊
線

麻生
栄町

札幌

真駒内

福住

大通

新札幌

森林公園

江別

北広島

宮の沢

◀至 小樽

至
 石
狩
当
別
▶

至 
岩見
沢▶

至
 千
歳
▶

至 

千
歳
▼

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
　（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6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

（2021年度）

※運行については2022年度以降見直しの予定です。
※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。 
※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

学校紹介
ムービーは
こちらから

授業見学会
10月16日（土）

夜の学校見学・相談会
12月1日（水）～9日（木） 

学校公開説明会 9:30～12:00

※土・日除く

7月22日（木・祝）
［第1回］

9月4日（土）
［第2回］

11月13日（土）
［第3回］

19:00～20:00

9:30～12:00

http://www.hokusei-s-h.ed.jp/examinee/briefing/

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 .

本校HPの申し込みフォームに必要事項を入力して
送信してください。参加お申し込みは

※社会情勢により変更、または追加があるかもしれません。ホームページにてご確認ください。
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北星学園大学附属高等学校は、聖書を土台とするキリスト教主義学校として、心や人格を育む教育を大切にしています。

学校は「生きる力」を育む場です。授業やクラスでの取り組み、行事やクラブ活動など、あらゆる活動を通して「生きる力」を

養います。わたしたちは「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。

このキリスト教精神に根ざした教育を大切に継承しながら、ICT利用型の授業に取り組むなど新しい時代に向けて、あなた

があなたらしく輝けるように支えていきます。

学校長　今城　慰作

教学
聖句

The truth will liberate you.
真理はあなたたちを自由にする

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

私たちが
大切にしたいこと
北星学園大学の教育目標に基づき、

附属高校では、大学で学ぶための基礎となる
学びを3つの視点から大切にしています。

北星学園大学の教育目標

人間性 社会性 国際性

未来への扉を開く
あなたがあなたらしく輝けるように

　中学生のみなさんは今、人格を形成する大切な時期を過ごしています。本校では、そん
なみなさんの日々の学習や進路実現に向けた取り組みを応援しています。毎週行われる
礼拝や聖書の授業、学校行事を通して、みなさんの高校生活が単なる大学進学のため
の準備期間としてだけではなく、自分のあり方や、生きる姿勢を問い続ける期間となって欲
しいと願っています。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
てください。
　簡単に正解が見つからない変化の多い時代になると言われています。長い人生の中
では、何度もつまずいたり、悩んだり、つらいと思うことに出会うでしょう。大切なことは、つま
ずきながら、そのたびに立ち直る強さを身につけることです。ひとりではありません。私たちと
一緒に新たな一歩を踏み出しませんか。
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キリスト教教育と人間性

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。

キリスト教の精神に基づいた「共育」

北星学園大学附属高校から北星学園大学への進学

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。

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。

● 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

【学び方を学ぶ】 探究プログラム

例えば、選択科目の「福祉実践」は北星学園大学の社会福祉学部への進学希望者
が受講できる科目です。ここでは、福祉の基礎を学び、実際に老人ホームなどで高齢
者の方と1対1で1時間ほどお話するといった授業内容もあります。他にも総合社会や
英語演習などがあり、北星学園大学進学に向けた学習もしっかり対策できます。

北星学園大学進学に向けたさまざまな学習

学校法人北星学園　理事長・学園長　古川 敬康

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

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、さまざまなクラブ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。

未来への扉を開く 【北星大附属の特色】

条件をクリアすれば、北星学園大学へ進学することが可能です。高校3年間と大学4
年間の7年で、自分の夢を探して社会へ飛び出すことができます。

3 + 4 = 7で社会へ

未来への扉を開く 【北星大附属の特色】

礼拝・授業「聖書」
　週に一度、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
ながら自分や他者と向き合うことを
考えるひと時になります。また週に1コ
マの聖書の授業があります。聖書を
ヒントに「いのち」や「生き方」、自分
を見つめる機会を持ちます。

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る期間で
す。「平和祈念礼拝」では学外で活
動をしている講師の話を聞き、平和
への想いと祈りを心に刻みます。

キリスト教教育月間
　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。

北星局「国際支援活動」
　コロナ禍でも私たちにできることを
考えて、フィリピンの子どもたちに絵本
やおもちゃを届ける活動を、北星局
を中心に行いました。後日、オンライ
ンで交流会も行いました。活動を広
げて、できることを増やしています。
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北星大附属が重点を置いている教育に英語教育があります。大学進学を目指すうえでも、これから
の社会で役立つコミュニケーション力を磨くためにも英語の重要度は増していきます。生徒個々の
英語力強化を目的として「習熟度別授業」など、一人ひとりの力の向上を目指しています。

北星大附属が重点を置いている教育

ネイティブの「生きた英語」体験
週1回はネイティブ教員が授業に入り「生きた
英語」を学びます。テキストは日常会話で使う
素材を多く取り入れたオリジナル教材を用意し
ています。こうした教材を通して、ネイティブス
ピーカーとだけでなく、クラスメイトとも英語で会
話をするため、コミュニケーション力も自然と身
につけることができます。

現役北星大生による
英検二次対策
附属高校であることを活用して、北星大の英
文学科学生による英検二次試験の面接練習
を行っています。生徒は試験のコツを教えてもら
う機会、英文学科学生にとっては上手に「教え
る」コツを身につける良い機会となっています。
英文学科学生の的確なアドバイスで合格率は
上がっています。

「オンライン英会話」を活用
英語科の授業ではオンライン英会話サービス
「Weblio」を利用し、全員がタブレットを通じて
ネイティブスピーカーとの１対１レッスンを受講す
ることができます。英語学習のよい刺激となって
います。

2019年度から全教室にWi-Fiを完備し、タブレット学習を可能にしました。これによって生徒一人
ひとりがタブレットを利用したさまざまな学習活動に取り組むことができるようになりました。

全教室にWi-Fiを完備

自学自習の柱に
本校生全員が学習動画配信サービス「スタ
ディサプリ」に登録しており、放課後や家庭など
場所を選ばず、タブレットやスマートフォンを利
用して動画を視聴することができます。本校で
実施する学習到達度テストと連携し、対応する
苦手分野の動画課題に取り組むことで、学力
アップを図ります。

ICTを利用した学習体験
全教室に配置されたモニターを使いながら、問
題の答え合わせを行ったり、会話や、プレゼン
テーション、ディベートの様子を記録して評価す
る「パフォーマンステスト」を行ったりしています。

「Surface Go」を採用
生徒用タブレットとして本校ではMicrosoft社
の「Surface Go」シリーズを採用しています。OS
は「Windows 10」で、画面は10.5インチタッチ
スクリーンとなっています。デスクトップ環境は、
本校情報室デスクトップＰＣと同じになっている
ため、授業でのデータを各自持ち帰り、作業を
タブレットで続けることができます。

英 語 教 育 I C T 教 育

Hello

未来への扉を開く 【北星大附属の特色】 未来への扉を開く 【北星大附属の特色】

※感染症対策による期間でも、双方向のオンライン授業やホームルームを行っています。
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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。

「さまざまな人の話を聴く」プログラム

どんなに成功をおさめた人でも、その心境にい
たるまで、多くの困難を乗り越えてきています。苦
しみ、いらだち、葛藤を抱えながら生きています。
「Iプロジェクト」というプログラムで、さまざまな人
のお話を聴き、感想を仲間と分かち合い、出会
いの機会を持つことで視野を広げます。

「学び」への支援

わからないまま放置しない基礎・基本を重視し
た学習支援として、放課後に理解できるまで反
復する「マラソン追試」などを行っています。

進学講習・勉強合宿

特別進学コースでは、土曜日に行われる「土曜
講習」、学力強化のために各学年１回宿泊施
設を利用した２泊３日の「勉強合宿」などのプ
ログラムを用意しています。

夏期・冬期・春期講習

夏期・冬期・春期の長期休暇には特別進学
コース、進学コースを問わず、５日間～１０日間の
講習を行います。

北星学園大学の学生による
学生アシスタント制度

北星学園大学の学生による指導で学力が向
上しているという実感を持つ生徒も多くいます。
学生アシスタント制度は、英検の二次対策に対
応して、その合格率を上昇させています。

いじめ防止

生徒たちが安心して学校生活を送れるよう、い
じめの問題を把握するアンケートを定期的に実
施しています。また、各教員が情報を共有し合う
だけでなく、生徒向けの講演会、学年集会での
呼びかけなどを通して、いじめ根絶への意識を
高めています。

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。

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。

制　服

「コシノ・ジュンコ」デザインによる本校制服の特
徴の一つは 黒いブレザーに１本のゴールドライ
ンがあることです。これは「暗闇に射す一筋の
光」を示しており、本校生徒の象徴です。

希望実現を目指す
進路学習HR 

希望する進路の実現のために、LHRの中に進
路学習HRを位置づけて、生徒の目的意識を
養います。

未来への扉を開く 【北星大附属の特色】
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　「総合的な探究の時間」の一貫として行う総合学習プログラムは3年間の一貫した学び「聴く、伝える、対
話する」取り組みを通して「知る力」を養うプログラムです。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。

グローバルな思考を身につけ、活躍の場を世界に広げる。

　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。

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。

総合学習プログラム 共育活動プログラム

未来への扉を開く 【北星大附属の特色】 未来への扉を開く 【北星大附属の特色】

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、全校が一体となって行事をつくり上げて
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。

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。

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。

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

※2021年度は社会情勢により国内コースでの実施。

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「情報編集能力」を養い
ます。

1年次

平和的な解決の糸口を探り、
考えを表現する力を養う。

3年次

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。

2年次

※行き先は世界情勢により変更が生じることがあります。

【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

2021年度実施予定コース

●関東・八丈島コース
●関西コース
●山陽コース
●中国・四国コース

●北九州コース
●南九州コース
●沖縄本島コース
●石垣コース
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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

募集定員

35名

特別進学
コースの

POINT

●通常7時間授業
国公立大学受験に向け、1日7時間授業を行い、学力を高めます。

●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などの授業を行います。

●勉強合宿
クラスメイトと泊まり込みで学習を行うことで、共に励まし合いながら学力を高めることができます。

●タブレット型ＰＣ環境整備
「Surface Go 2」を使い、深い学びを得られるような授業を展開しています。
また、校舎内にはWi-Fiを完備し、どこでもタブレットが利用できる環境も整備されています。

●オンライン学習全員登録
本校生全員が「スタディサプリ」に登録し、利用しています。
タブレットやスマートフォンを利用し、いつでも場所を選ばず学習することができます。

主 な 進 学 先 進 学 ・ 就 職 率

クラブ活動と勉強を両立させ
全力で高校生活を楽しんでいます

　本校の魅力は授業が面白い先生が多いこと、そして勉強する空気があり、勉強しやすいことです。普段
でも(試験前は特に)放課後に残って勉強したり、先生に質問したりする人が多く、私もやる気になれます。一
番熱心に行っているのはクラブ活動です。吹奏楽部に入り、パーカッション担当として日々演奏会やコン
クールに向けて練習しています。特進は7時間授業で練習時間が限られているので、朝早く登校して、朝練
をしています。
　勉強は通学の列車内や休み時間なども有効に使ってしています。そのため、時間を効率よく使うこと、ク
ラブ活動と勉強で頭を素早く切り替えることができるようになりました。大学進学のために1回1回の模試も
大事で、必ず解き直しをしています。これからもクラブ活動と勉強を両立させ、仲間や友だちとの時間を大
事にして過ごしたいと考えています。

【特別進学コース 2年】 鬼澤 茉生
 （岩見沢市立上幌向中学校出身）

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。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。

STUDENT’S

VOICE

生徒の声

道内
私立大学
44%

道外
国公立大学
19%

道外私立大学
13%

就職・その他
12％

・ 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
・ 秋田公立美術大学

・ 岩手大学
・ 電気通信大学
・ 都留文科大学
・ 群馬県立女子大学
・ 静岡文化芸術大学
・ 岡山大学
・ 公立鳥取環境大学
・ 琉球大学
・ 国際基督教大学（ICU）
・ 明治学院大学 など

道内国公立大学 6％

海外大学 6％
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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

募集定員

220名

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
的な選択授業を行います。

進学
コースの

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。

●クラブ活動との両立
本校生のクラブ活動加入率は約8割です。クラブ活動と日常の授業との両立ができるよう、
本校では生徒をサポートしています。

●タブレット型ＰＣ環境整備
「Surface Go 2」を使い、深い学びを得られるような授業を展開しています。
また、校舎内にはWi-Fiを完備し、どこでもタブレットが利用できる環境も整備されています。

●オンライン学習全員登録
本校生全員が「スタディサプリ」に登録し、利用しています。
タブレットやスマートフォンを利用し、いつでも場所を選ばず学習することができます。

●北星学園大学 学生アシスタント制度
英検二次対策のために、北星学園大学の学生が本校生の学習をサポートしてくれます。

主 な 進 学 先 進 学 ・ 就 職 率

生徒一人ひとりの個性を
最大限まで伸ばしてくれます

　私は中学生の時に本校の野球部に体験入部をし、優しい先輩や熱心な指導者の方とたくさんお話を
して、入学を決めました。野球部では新型コロナの影響で練習時間が短くなっているため、朝練などででき
るだけ練習時間を確保するようにしています。
　本校の魅力の１つは、授業でタブレットを取り入れるなど、現代的な取り組みをしていること。また、クラブ
活動でも授業でも、先生方は生徒に課題を与えるだけではなく、「自ら考えて行動する」ことを重視している
と感じます。その上で、将来につながるアドバイスをしてくださっていると思います。
　文武両道でクラブ活動にも勉強にも取り組んでおり、卒業後の進路は道外の大学へ進学したいと考え
ています。そのためたくさんの大学を調べ、今から志望する大学に合わせた勉強をしています。本校は生徒
一人ひとりの個性を最大限まで伸ばしてくれる高校だと思います。

STUDENT’S

VOICE

生徒の声

・ 北海道教育大学
・ 北星学園大学
・ 北海学園大学
・ 北海道医療大学
・ 天使大学
・ 北海道科学大学
・ 日本赤十字
 北海道看護大学
・ 日本医療大学

・ 札幌保健医療大学
・ 北海道文教大学
・ 藤女子大学
・ 酪農学園大学
・ 青山学院大学
・ 東洋大学
・ 東北学院大学
・ 関東学院大学
・ 千葉工業大学

・ 日本大学
・ 関西外国語大学
・ フェリス女学院大学
・ 名城大学
・ 中京大学
・ 順天堂大学
・ 城西大学
・ 城西国際大学
・ 北京外国語大学 など

専門学校
16.3%

道内
私立大学
75.9%

道内国公立大学 0.5％
道外私立大学 3.4％

就職・
その他
3.9％

【進学コース 2年】 廣松 大翔
 （千歳市立富丘中学校出身）
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進　路

●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
・青山学院大学
・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
・日本赤十字
 北海道看護大学
・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

・弘前大学
・岩手大学
・秋田公立美術大学
・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

北星学園
大学・短大

33％

国公立大学
2％

道内私立大学
34％

道外私立大学
4％

短大・専門学校
19％

就職・
その他
8％

●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
・青山学園大学
・東洋英和女学院大学

・聖隷クリストファー大学（医療）
・関東学院大学
・三育学院大学（看護）
・弘前学院大学（看護）
・フェリス女学院大学
・神戸女学院大学
・名古屋学院大学（医療） 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

※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。

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。

【特別進学コース 2021年3月卒業】
秋田公立美術大学 美術学部 美術学科1年

木村 和歌葉さん （札幌市立米里中学校出身）
　私は3年間、美術部に所属し、画力を鍛え上げました。進路について
は迷いましたが、一番やりたいことを追求した方がよいというアドバイス
を受けて、美大の受験を考えました。
　志望校に進むことができたのは、私の気持ちに寄り添ってくださった
担任の先生のアドバイスと、絵を指導してくださった優しい先生や、辛
抱強く受験の時まで面倒を見てくださった先生に恵まれたおかげです。
　在学中に「全国高校生国際美術展」というコンクールで100号サイ
ズという私たちの机４つ分くらいはある大きなキャンバスに描いた風景
画で「奨励賞」をいただきました。
　どんな形でもいいから、何か世に残るような、どでかい作品を作れよ、
と未来の私に言いたいです。

【進学コース 2021年3月卒業】
北海道教育大学岩見校 
芸術・スポーツ文化学科 スポーツ文化専攻1年

内藤 春斗さん （滝川市立明苑中学校出身）
　私は下宿生活をしながらサッカー部に所属していました。その経
験は受験勉強を乗り切る糧になりました。そして今の自分の自信にも
繋がっています。北星では、進路希望の実現に向けて多くの先生に
サポートしていただき最後までやりきることができました。現在は大学
で、自然と共生する暮らしのあり方を学んでいます。

O B &O G  V O I C E
卒業生の声

【進学コース 2019年3月卒業】
北星学園大学 文学部 英文学科

タレント（テアトルアカデミー所属）

多田 萌加さん

Q. 北星学園大学附属高校の校風はどんな感じでしたか。
A. とにかく元気のある学校という印象が強いです。先生方も生徒に寄り添ってくれて、その
距離感の近さがとても心地よかったし、毎日通うのが楽しかったです。私は英語や音
楽の教科が好きで思い切り楽しく学ぶことができました。フィリア祭（学校祭）や体育大
会などの行事は最高に盛り上がっていましたね。

Q. 高校生の時からライブ活動やタレント活動を両立されていましたが大変ではなかった
ですか？

A. そうですね。学校が終わってそのままライブに出演したり、テスト期間中にも仕事がある
時は大変でした。

Q. そんな多忙な中、北星学園大学の文学部の英文科に進学されたのはどうしてですか。
A. 自分の好きな教科である英語をより深く学びたい、そして将来に活かしたいと思ったか
らです。附属高校でもあるので、大学に入ってからのことも事前に知る機会が多く、魅力
を感じました。

Q. 萌加さんの将来の夢は何ですか？ 
A. 現在はタレントとして、歌や演技やMCなど幅広いジャンルに挑戦させていただいてい
るので、まだまだ努力してマルチに活躍できるタレントになりたいです。そして、北海道の
皆さんに笑顔を届けられるよう頑張ります。

Q. 最後に後輩になる中学生にメッセージをお願いします。
A. 私は北星附属高校に入学して本当に良かったと思っています。生徒や先生の雰囲気も
とても良く、夢を実現するための環境がすごく整っていたと感じます。勉強にクラブ活動、
行事など、充実した3年間が待っているかと思います。高校生活、楽しんでくださいね！

（NHK札幌）「北海道道」レギュラー/サブMC、（STV）「熱烈！ホットサンド！」、
（HTB）「あなたの写真にはドラマがある。イチモニ劇場」など出演

写真提供：テアトルアカデミー
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　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。クラブ活
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
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

仲間と共に自分らしい未来を
クラブ活動を通して創る。
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2
February

3
March

4
April

5
May

6
June

7
July

8
August

9
September

10
October

11
November

12
December

1
January

■生徒総会
■クラブ壮行会
■高体連
■朝読書

■前期中間試験
■キリスト教教育月間
■高文連

■フィリア祭（学校祭）
■夏休み
■夏期講習

■夏休み ■前期期末試験
■体育大会
■前期終業礼拝
■平和祈念礼拝

■後期始業礼拝
■朝読書
■芸術鑑賞会
■生徒会役員選挙
■朝読書

■後期中間試験（1・2年）
■研修旅行（2年）
■北星大指定校入試

■学年末試験（3年）
■クリスマス礼拝
■冬休み
■冬期講習

■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

■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

■入学礼拝
■前期始業礼拝
■生徒会入会式
■憲法を学ぶ会

喜びと感動がいっぱいの年間行事

SCHOOL EVENTS

※行事は年度によって時期が前後する場合があります。

4
April

5
May

7
July

9
September

11
November

12
December

生徒会が中心となってまとめた企
画行事にクラスごとに取り組みま
す。ステージ発表や屋台・カフェの
模擬店など、さまざまな催し物で盛
り上がります。

フィリア祭（学校祭）

キャンドルサービスの優しい灯りに
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。

クリスマス礼拝

3
March

総合学習プログラムの一貫でもあ
り、現地の人や文化に触れることを
目的としています。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。

総合研修旅行

入学礼拝

体育大会

フィリア祭 野外イベント

フィリア祭
　ステージ

イベント

高体連

クラブ壮行
会

研修旅行 沖縄

研修旅行 台
湾

研修旅行 ベ
トナム

研修旅行 タイ

クリスマス礼拝 屋外ツリー

卒業礼拝

五十嵐さんの
ある日の
時間割

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

昼休み

5時間目

6時間目

7時間目

課外活動

生物基礎

コミュニケーション
英語

古典B

数学Ⅱ

現代文

体育

放送礼拝

テニス部で
活動

8：50～ 9：40

9：50～10：40

10：50～11：40

11：50～12：40

12：40～13：10

13：15～14：05

14：15～15：05

15：15～16：05

16：30～18：00

谷くんの
ある日の
時間割

1時間目

2時間目

3時間目

4時間目

昼休み

5時間目

6時間目

課外活動

家庭科

数学B

数学Ⅱ

生物基礎

日本史

現代文

サッカー部で
活動

8：50～ 9：40

9：50～10：40

10：50～11：40

11：50～12：40

12：40～13：10

13：15～14：05

14：15～15：05

15：30～19：30

特別進学コースはアットホームな
雰囲気の中で学ぶことができま
す。タブレットを使う授業も多く時
代に合っていると思います。

五十嵐 小雪さんの場合
特別進学コース 2年
（女子テニス部所属）

札幌市立信濃中学校出身

登校後はHRまで
自習室で勉強をし
ています。

8：00 登校

自分の教室内での授業が割
と多いです。

8：50 授業開始

通学はバスだけで30分くら
いです。

5：30 起床

18：00過ぎまでテニスの
練習をします。

16：30 課外活動

帰宅後は１～2時間勉強をし
ます。

19：30 帰宅

お弁当をクラスの友達と食べ
ます。

12：40 昼休み

スタディサプリ（学び
直しや授業の先取り）
やIプロ（著名な方のプ
レゼンテーションを聞
き、感想をまとめる）

15：30 

13：15 午後の授業

進学コースは私たち生徒と先生と
の距離がとても近いです。目標とし
ては定期テスト学年1位と勉強と
サッカーの両立です。

谷 天雅くんの場合
進学コース 2年
（サッカー部所属）

札幌市立東白石中学校出身

8：15 登校

数学が2時間連続の日もある
ので集中力が必要です。

8：50 授業開始

語学系の授業の割合が高い
です。

13：15 午後の授業

帰宅をしてからはテレビを見
ることが多いです。

20：00 帰宅
通学は自転車で25分程度です。
7：00 起床

月曜以外はサッカー部で
練習をしています。

15：30 課外活動

クラスの友達と弁当を食べる
日が多いです。

12：40 昼休み
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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、2021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。

対

　象

年額（上限）

100,000円を支給
（初年度のみ・上限あり）

さらに
安心の
制度

特別進学コース推薦・専願合格者および特別進
学コース一般受験合格者の成績上位25％の入
学対象者（Cランク以上）
※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

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 200,000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

47,000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 2,000円
を学費から免除

学費負担（月額）
1,000円

学費負担（月額）
26,100円

学費負担（月額）
36,000円

【入学一時金】

【高校入学後の学習を応援するための奨学金制度】

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？

対  

象
入学後、校内成績上位10位以内の
生徒に受給資格が与えられる

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

出願時に英検準2級以上取得〈新設〉対
象

就学支援金・授業料軽減

入
学
金
免
除
制
度

NO

YES

NO

YES

NO

【入学金免除・授業料軽減制度】

100,000円を支給

対  

象
入学後、
英検2級合格者、準1級合格者

5,000円の図書カード（2級）
10,000円の図書カード（準1級）

100,000円を免除（併用不可）入学金免除制度

充実した教育環境
本校には、学習やクラブ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。

360°
カメラの画像は
こちらから

■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。バスケットボール部・バドミントン部などの
練習が活発に行われています。ランニングデッキもあります。

■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。

■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年度に機器を一新しました。

学習設備

スポーツ設備

新設


