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校長を拝命して早 5年。この間、野球部は夏・春 1回ずつの甲子
園出場に加え、アイスホッケー部やスピードスケート部などがイ
ンターハイで全国制覇を成し遂げるなど、選手達の素晴らしい活
躍ぶりを目の当たりにしてきました。ただ、私が一番感動を覚え
たのは、競技成績だけでなく、プレーする選手達と彼らを一丸と
なって応援する生徒達の一体感であります。これはちょっと他校
では味わえない、まさにスポーツの吸引力がなせる技ではないか
と感じています。そうしたことを通じて、生徒達一人ひとりが、
相手のことを思いやる気持ちやお互いに助け合う心を磨いていく
のだと思います。本校は、スポーツだけにとどまりません。国が
進める高大接続改革を先取りし、管内でいち早く ICT 教育に取り
組んでまいりました。Society5.0 といわれる社会経済活動の主役
が人工頭脳（AI）に置き換わる世の中を見越して、その時代に人
として備えておくべき能力とは何か、それが本校の研究テーマで
す。未来を見つめ、絶えず挑戦し続ける本校で、新しい自分を見
つけてみてはいかがですか。あなたのチャレンジを心からお待ち
しています。

校長　嶋野　幸也

変化を先取りし、常に挑戦し続ける。
それが白樺 STYLE です。

全ての生徒が楽しく有意義な高校生活を
送ることができるように、
親切・丁寧な指導と
褒めて伸ばす教育を実践する。

実践目標

１．確かな学力と感性豊かな心、強い体を持つ生徒の育成。
２�．社会の変化に対応し、たくましく生き抜く精神力を備えた生徒の育成。
３�．失敗を恐れず、何事にもチャレンジする意欲を持った生徒の育成。
４．真の文武両道を目指す生徒の育成。
５�．明るく挨拶のできる生徒、「ありがとう」と感謝の気持ちを
　　素直に伝えられる生徒の育成。

教育目標

学校訓
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2019年度
進路実績

日本大学� 商業学科………………………�1 名
日本大学� スポーツ科学部………………�2 名
日本大学� 教育学科………………………�1 名
東洋大学� 文化システム学科……………�1 名
専修大学� 経営学科………………………�2 名
拓殖大学� 経済学科………………………�1 名
大東文化大学� 日本文学科……………………�1 名

進学者数 大学　合計 54 名

進学者数 短期大学　合計７名

就職者数　合計 57 名

進学者数 専門学校　合計 24 名

北海道教育大学 釧路校 教員養成課程……………1 名
早稲田大学 スポーツ科学部………… 1 名
明治大学 経営学部………………… 1 名
明治大学 史学地理学科…………… 1 名
関西学院大学 国際学部………………… 1 名
関西学院大学 教育学科………………… 1 名

北星学園大学�短期大学部� 英文学科………………………�1 名
帯広大谷短期大学� 子ども福祉専攻………………�5 名
など

北海道医療センター附属札幌看護学校………………………� 2 名
北海道社会事業協会帯広看護専門学校………………………� 1 名
帯広医師会看護専門学院………………………………………� 2 名
日本工学院北海道専門学校……………………………………� 4 名
北海道メディカル・スポーツ専門学校�スポーツトレーナー学科…� 2 名
など

とかち広域消防事務組合………………………………………� 1 名
一般曹候補生（陸）�……………………………………………� 5 名
株式会社　柳月…………………………………………………� 3 名
六花亭製菓　株式会社…………………………………………� 2 名
パナソニックスイッチングテクノロジーズ株式会社………� 3 名
パーソルパナソニックファクトリーパートナーズ株式会社　帯広事業所…� 2 名
株式会社　明治　十勝工場……………………………………　1名
プリマハム　株式会社　北海道工場…………………………� 1 名
株式会社　クランベリー………………………………………� 1 名
有限会社　菓子の家……………………………………………� 1 名
株式会社ホンダカーズ帯広……………………………………� 1 名

同志社大学　　　スポーツ健康科学部…… 2 名
法政大学　　　　政治学科………………… 1 名
中央大学　　　　法律学科………………… 1 名
中央大学　　　　国際経済学科…………… 1 名
中央大学　　　　政策科学科……………… 1 名

北海学園大学� 経営学科………………………�1 名
北海学園大学� 英米文化学科�…………………�1 名
北海学園大学� 日本文化学科…………………�1 名
北星学園大学� 経済学科………………………�1 名
北海道医療大学� 歯学科…………………………�1 名
日本医療大学� リハビリテーション学科…………�2 名
千歳リハビリテーション大学� リハビリテーション学科…………�1 名
酪農学園大学� 環境共生学類…………………�2 名
など

帯広スズキ株式会社……………………………………………� 1 名
ネッツトヨタ帯広　株式会社…………………………………� 1 名
北見信用金庫……………………………………………………� 1 名
株式会社　ハニーズ……………………………………………� 1 名
北海道クボタ株式会社…………………………………………� 1 名
亀山眼科…………………………………………………………� 1 名
たちばな歯科医院………………………………………………� 1 名
株式会社　おおいけ　おおいけ動物病院……………………� 1 名
株式会社ベルコ　ベルクラシック……………………………� 1 名
CSM�Lugoj（サッカールーマニア４部リーグ）……………� 1 名
など
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合格者インタビュー /白樺学園を受験する皆さんへ

安達　悠真さん

澁谷　侑典さん

松木　理子さん

川本　周平さん

佐々木拓海さん

西上ことねさん

男子バスケットボール部

サッカー部

吹奏楽部

アイスホッケー部

フットサル部

生徒会体育委員長

勉強同好会

私は『バスケットで全国大会に出場した
い』『先生になるという将来の夢を叶える
ために大学へ進学したい』という２つの
目標を達成できると思い白樺学園高校を
選びました。目標を達成することができ

たのは１年次からの積み重ねがあったからこそだと思います。しかし
部活動の影響で勉強のモチベーションも上がらず、何度も投げ出そう
と思ったこともありましたが、そこで続けることができたのは決して
自分自身の力ではなく、進路活動に携わっていただいたたくさんの先
生のおかげです。部活動でも全国大会に２度出場することができまし
た。白樺学園高校で勉強と部活動の両立をすることができたという経
験は、私の大きな財産となり自信になりました。目標のために継続し
続けてください。応援しています。

私はサッカー部に所属していました。サッ
カー部は引退が秋頃だったので進路活動と
時期が重なり多くの時間を進路活動に費や
すことはできなかったです。しかし、その
中でも部活後に進路室で勉強してから帰っ

たり、帰宅してからの空いてる時間を有効に使うことで部活動と進路活
動の両立ができ、第 1志望に合格できました。継続して続けることが
大事だなと改めて思いました。私以外にも同じように取り組んでいるク
ラスメイトも多くいたのでお互い高め合いながら勉強にも取り組むこと
ができました！また、先生方も全力でサポートしてくれます。すごく頼
りになります！進路に限らずですが目標を明確にし、それを達成するた
めにどうしたらいいのかを考えながら取り組んでみてください。応援し
てます！

3年生の 9月に部活動を引退し、その後
本格的に勉強を始めました。入学時から
看護師になることは頭の中にありました
が、「看護師になる」と決断したのが 3年

生の夏の終わりでした。周りから遅れをとってしまったので、分から
ない所は放課後遅くまで残り、先生に質問をし、苦手な所は得意にな
るまで繰り返し練習するなどして補っていきました。今私が通ってい
る学校を選んだことに後悔はありませんが、もっと早く進路活動を始
めればよかったと思っています。これから白樺学園への入学を考えて
いる皆さんにはまだまだ時間がありますし、先生方はきっと助けに
なってくれます。後悔することのないように！頑張ってください！

私の将来の夢はパティシエで、高校入学前か
ら高二の終わりまで、専門学校への進学を希
望していました。ですが、パティシエになり
自分のお店を持てる人は極わずか。私の希望
していた専門学校は、高卒であれば年齢関係

なく通えるところでしたので、まずはちゃんとした会社、それもケーキ
やお菓子に携われる所！と進路担当の先生と話し合った結果、今の企業
に決めました。私が重要視したポイントは、似たような企業がある中で
福利厚生や有給休暇の取得などです。自分が楽しめる職場でないと、心
身共に疲労がたまります。まずは、自分の夢ややりたいことを見つけ、
それを叶えるためには…と考えてみることが大切です。進路担当の先生
との会話や企業側の採用ポイントをしっかりと把握し、ひたすらそれに
打ち込む。白樺の進路指導は進路活動をがんばる生徒のサポートが手厚
く、しっかりと相談に乗ってくれるところが魅力だと思います。

私は高校生活において、明確な目標を決め、
その目標に対し、取り組むことを心掛けてい
ました。その一環として、受験前には朝早く
から学校に行き、勉強に取り組んでいました。
そのなかで分からないことがあると、先生方

は分かりやすく丁寧に教えてくださいました。受験に向けては、小論文を
学ぶための合宿を行ってくださったり、面接練習においても、朝早い時間
から夜遅い時間まで先生に付き添っていただきながら、本番に近い状態で
の練習に取り組むことができました。こうした勉強に取り組みやすい環境
があったからこそ、第一志望の早稲田大学に合格するという目標を達成で
きたのだと思います。部活動においても、インターハイ優勝という大きな
目標を達成することができ、とても充実した三年間を送ることができまし
た。みなさんも明確な目標を持って高校生活を充実したものにしてくださ
い。応援しています。

勉強のモチベーションを保ち続けること
はとても難しいと思います。私も、なか
なか自分の思うようにいかずに投げ出し
てしまうことがよくありました。でも、

白樺学園高校ではどんなときでも先生方が協力してくれるので積極
的に先生方を頼っていいと思います。環境を変えて勉強することも
よくしていました。家だとなかなか集中できない時には、図書館や
コミュニティセンターがとても便利です。時には、友人と図書館へ
行き一緒に勉強したり、勉強合宿に参加したりもしました。一日の
勉強するきっかけを作ることはとても大切だと思います。受験期間
は長くてとても苦しいと思いますが、諦めずに目標をしっかり持っ
て頑張ってください。

2020 年　進学・教養コース卒業

2020 年　進学・教養コース卒業
2020 年　進学・教養コース卒業

2020 年　体育コース卒業

2020 年　体育コース卒業

2020 年　体育コース卒業

早稲田大学　スポーツ科学部北海道教育大学 釧路校 教育養成課程

とかち広域消防事務組合 北海学園大学　人文学部　英米文化学科

北海道社会事業協会帯広看護専門学校 六花亭製菓株式会社
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卒業生インタビュー

盛川　志保さん

澤尻　磨里英さん

Shiho�Morikawa

Marie�Sawajiri

帯広協会病院勤務

中札内村立中札内小学校勤務

進学・教養コース　2016年卒業/北海道看護専門学校　2019年卒業

体育コース　2016年卒業/八戸学院大学　2020年卒業

SHIRAKABA STYLE 2021

　白樺学園高校への入学を決めたのは白樺学園に通っていた姉が充実した学校生活を送っていたのを間近で
見ていたことと、男子バスケットボール部のメンバーから「一緒にチームを強くしよう。」とマネージャーと
して誘われていたことがきっかけでした。マネージャーの仕事はとても大変でした。早朝からの練習があっ
たり、週末は大会や遠征があって休む暇もなかったからです。それでも、チームメイトに頼られることでマネー
ジャーとしてのやりがいを感じていました。自分がプレーヤーのためにプレーに集中できる環境を作ってあ
げることで、技術が向上していくことが嬉しかったです。
　看護師になりたいと思ったのは幼稚園の頃からで、脳性まひを持つ兄と看護師の関わりがあり、身近な存
在に感じ、憧れを抱くようになったからです。高校生になり、母ががんを患ったことでさらに看護師と関わ
る機会が増え、憧れが目標に変わりました。看護師になって、人を助けたい、病気のことをもっと知りたい
と思い、北海道看護専門学校を志望するようになりました。進路活動は特に小論文の勉強が印象に残ってい
ます。国語の齊藤先生を探してはつかまえて、質問をしたり、問題を出題してもらっていました。白樺学園
高校の先生の良いところは、がんばっている生徒には徹底的にサポートをしてくれるところだと思います。
朝の７時半から学校に来て朝講習をしてくれたことも、とても受験に役立ちました。
　専門学校時代は実習・テスト・授業の毎日で、正直めちゃくちゃ辛かったです ( 笑 ) 国語と数学はもっと勉
強しておけばよかったと思っています。特に国語に関しては、日々の実習の記録の書き方に大きく影響して
くるので、語彙力がないと相当大変です。毎日つらい勉強の日々を乗り越えられたのは、高校時代のマネー
ジャーの経験があったからだと思います。忍耐力、精神力は鍛えられていたので。それでも、北海道看護専
門学校には優秀な生徒が集まるので、切磋琢磨して勉強をがんばってきたのでとても充実感を持って過ごし
た３年間だったと思います。
　看護師として働いて２年目、外科を担当しています。消化器がん患者さんや乳がん患者さんのケアをして
います。手術前後の精神的なケアや薬の説明をしっかりできるように心がけています。手術後の合併症のリ
スクの説明についてや、創部の観察には特に気を遣っています。２年目になりましたが、技術と知識が身に
ついていることが実感できるときにやりがいを感じます。患者さんに不意に質問をされてもすぐに回答でき
るようになりました。１年目のときは「ちょっと確認してきます。」が多かったけど ( 笑 )。今は先輩から頼
られることが多くなってきています。緊急手術、緊急入院の対応も任されるようになりました。
　高校生の時にバスケ部のメンバーが帯広協会病院のスポーツ外来でお世話になっていたことや、母のがん
治療の関係で「帯広協会病院は良い病院だよ。」と母から言われていたこともあって、帯広協会病院の奨学金
制度を利用して専門学校に通いました。母のがん治療のこともあり、金銭的には大変でしたが、看護師とし
て働きたいという思いがあれば、私のように奨学金制度を利用して学校に通えるので、看護師を志望してい
るみなさんには諦めないで目標に向かってほしいです。帯広協会病院、素敵なところですよ。

　養護教諭として中札内小学校に勤めてからは勉強の毎日だと実感しています。特に今年度は新型コロ
ナウイルスの影響で各研修会が中止となり、情報収集が困難な状態となっています。また、本来であれ
ば新任の養護教諭には、定年退職された先生が指導をしてくれるのですが、それも先延ばしになってし
まいました。ですから、養護教諭としての仕事を自分の力ですべてこなさなければなりません。そのよ
うな中、中札内小学校の先生方にアドバイスをもらいながら、子どもたちと向き合っています。子ども
たちとの関わり方や話し方など、いつも参考にさせていただいています。メンタル面でもアドバイスを
もらっていて、アメリカ人 ALT には「プラス思考」を学ばせてもらっています。「あなたならできるっ
て信じてる。」「今回失敗しても次はがんばれる。」と言ってくれてとても励みになっています。
　養護教諭を志したのは高校２年生の時でした。漠然と教員になる夢を持っていましたが、体育の授業
にはそれほど興味がなかったし、国語教員もいいかなと考えたりもしましたが、養護教諭ってかっこい
いなと、ふと魅力を感じ始めました。周囲には養護教諭を志望する友人はいなかったので、もしかした
ら私がスピードスケートというマイナーな競技に打ち込んでいたからか、人と違う道に進みたかったと
いうこともあるかもしれません ( 笑 )。大学は八戸学院大学に進学しました。スピードスケートと養護
教諭の勉強の両方ができる大学が八戸学院大学だったので選びました。４年間スピードスケートに打ち
込みながら養護教諭の勉強をすることができました。特に教育実習で小学校を訪れてからは、応急手当
や子どもたちの心のケアなど、自分が勉強してきたことが重要なのだと実感し、さらに勉強への理解度
が増したように感じました。
　白樺学園高校に入学したのは、スピードスケートの指導をしてくれた恩師の母校だったことが理由で
す。スピードスケート部の活動はとても大変でした。朝４時に起床して、朝練習、放課後の練習は夜の
８時まで行っていたので家族といるよりも長い時間を過ごしました。３年間伝統ある白樺学園のスピー
ドスケートに全力を注いで打ち込んでいたおかげで、高校を卒業する時には、次は養護教諭の勉強に力
を入れて取り組もうという覚悟ができました。冬期間は小学校でスケート少年団での指導も任されたの
でがんばります。

中札内小学校の教頭先生から
「澤尻先生は新任とは思えないくらいしっかりと仕事をしてくれたり、生徒と親身になって向き合って
くれるのでとても信頼しています。」と評価してくれていました。
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ICT 教育・アクティブ・ラーニング教育

電子黒板

Microsoft�365 が使える

Classi ロイロノート・スクール

iPad を用いた授業

校内の普通教室に電子黒板とApple�TV を設置。授業に合わせた静止画像や動画を
配信可能です。電子黒板に提示した写真や図を拡大表示したり、直接文字や印を書
き込んで説明したりすることで、従来の板書と比べて生徒の学習意欲や理解力が高
まります。また、先生の説明時に生徒たちの注目を得やすくなり、集中力アップの
効果も期待されます。提示した内容をすばやく拡大表示したり、動きのあるコンテ
ンツを見せたりなど、紙や黒板ではできなかったことが可能になるため、よりアク
ティブな授業が展開されます。

白樺学園高校の生徒はMicrosoft�365 のアカ
ウントを手に入れることができます。メールア
ドレスや 1TB のクラウドストレージサービス
を提供されるだけでなく、自分のパソコン、タ
ブレットやスマートフォンでword や excel、
PowerPoint の編集もできるようになりま
す。”One�Note”を使って、自宅から先生に課
題を提出したり、”Teams”を使ってリモート授
業やオンライン授業を受講することもできます。

Classi は学校 ICT 化を多目的にサポートする教育プラットフォームです。
①コミュニケーションツール
学校からの連絡事項は紙媒体だけでなく、Classi にも配信されるので、下
宿や寮で生活する生徒の保護者様にも、学級通信や校内文書を閲覧すること
ができます。
②ポートフォリオ
ポートフォリオとは、高校生活のさま
ざまな活動の記録をデジタル化して残
すことができるシステムです。新入試
制度では、学力だけでなく、高校の部
活動や行事でどういった活動を行った
か、そこから何を学んだのかを評価
する入試が広がる可能性があります。
Classi がポートフォリオを一元管理し
てくれるので、新入試に対応したポー
トフォリオ作成を支援してくれます。
③学習動画
中学校から高校の学習範囲まで、1,000 以上の単元をカバーしています。搭
載動画は約12,000本。有名講師陣のノウハウが込められた動画で、生徒の「わ
からない」に寄り添います。自学自習のコンテンツとしても役立ちます。

授業用 iPad を 45台用意しています。iPad を用いると先生から生徒へ一方的に教えるだけの授
業ではなく、双方に、コミュニケーションを取りながら進める授業となり、コミュニケーション
能力や表現力がアップします。iPad を使えば、先生から生徒への一方通行の授業ではなく、先生
と生徒、あるいは生徒同士による双方向型の授業が実現します。

SHIRAKABA STYLE 2021

Microsoft365　生徒の声

新型コロナウイルスの影響で学校に行けない日々が続きま
したが、白樺学園高校ではMicrosoft�Teams を利用した
リモート授業を自宅で受けることができました。化学基礎
の授業でプラスチックのストローと定規を水につけて静電
気の発生の仕方の違いの実験を行い、画面越しの先生に実
験しているところを画面で伝えることができました。私に
とって普通の授業とは違いとても新鮮に感じ、楽しく感じ
られる授業になりました。ＩＣＴ機器が充実しており、そ
れらを駆使した授業を展開していると聞き入学を決めたの
で、これからの授業がとても楽しみです。

1年生　進学・教養コース
大西　翔斗さん　帯広第八中学校出身

ロイロノート・スクールは、iPad などのタブレットを
使うことで子どもたちの主体性をのばす授業を作るた
めのツールです。
①クラス全員の考え方を共有する
ロイロノート・スクールを使うと、先生の質問に生徒
全員が一斉に答えることができます。写真のように、
クラス全員の答えを一覧で表示することができます。
②学び合い
先生と生徒のやり
取りだけでなく、
生徒同士で考えや
意見を送り合うこ
とができます。グ
ループで、ある
テーマについて協
働学習をする際に
意見や考えをやり取りできるので、そこでロイロノー
ト・スクールの威力が発揮されます。
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教え合う授業�〜「反転授業」を用いて〜

芽室町議会訪問 外来種駆除実習

数学科　秦　洋輔�先生
教え合う授業「アクティブ・ラーニング」の魅力

　社会人になると「コミュニケーション力」や「考える力」、「協調性」が求められます。この
ような「能力」を高校を卒業するまでに獲得させたいと思ったとき、私は、“アクティブ・ラー
ニング”が有効であると考えています。
　私は数学を担当していますが、多くの生徒は数学に苦手意識を持っており、苦手な勉強を主
体的に頑張ろうと思っても難しいと思います。そこで私は、主にグループワークを取り入れ、
生徒たちが主体的に学ぶ環境を作っています。数学が苦手な生徒の特長の１つに、わからない
ものをわからないままにしてしまうことが挙げられますが、苦手な生徒が直接先生に聞きに行
くことは難しいですし、特に授業中に質問するのはもっと難しいことです。でも、友達にだっ
たら聞き易いのではないか、そして、わからないと思った瞬間に質問できるとより効果的で、
グループワークではこれが可能となります。苦手な勉強の克服は、まずわからないと思ったと
きに「わからない」の一言を誰かに伝えることがはじめの一歩です。一方で教える生徒も、友
達から「わかった」という言葉を聞くと自分の自信に繋がります。また、勉強を教えてあげる
過程で自分が理解したつもりになっていたことに気づき、より深い学びに繋がっていきます。
このようにグループワークを通して互いに勉強を教え合える環境を作ってあげることで、数学に対して少しでも前向きな気持ちになれるので
はと思っています。
　さて、上記のような取り組みにより、数学の問題を解くための会話が生まれます。会話の中で、どのように教えたらわかってもらえるのか、「わ
からない」をどのように伝えたら教えてくれるのか考えます。また、クラス全員が出来るようになることを全体で共有できれば、協力し合う
気持ちや相手を思いやる気持ちが生まれます。困っている友達はいないか、何に困っているのかなど、あらゆる事に気づける力を身につける
ことにも期待できます。このように、私は、知識の習得だけではなく、冒頭にあった社会人に求められるであろう「能力」に加え、「人とし
ての成長」も授業を通して養うことが可能であるところに、“アクティブ・ラーニング”の魅力を感じています。

「ラーニングピラミッド」とは、どのような学習方法がしっ
かり頭に残るかを分類してピラミッド型の図にまとめたもの
です。7つの学習方法を学習の定着率順に並べています。
本校の授業のいくつかはラーニングピラミッドにある学習
の定着率の高い「議論し合うグループ」や「他者に教える」
を用いています。「教え合う授業」の補助として「反転授業」
を行うクラスもあります。「反転授業」は通常の「授業→
復習」の流れとは逆転した「予習→授業」の形で行われる
授業です。先生によってclassi や動画共有サイトに授業前
に公開された「予習動画」が公開されます。それを見た生
徒が、その授業についてクラスメイトとディスカッションを
したり、自分自身がより良い説明で、クラスメイトに教える
授業を展開しています。

「ラーニングピラミッド」定着率の高い学
習方法を用いて、生徒の理解を深めます。

通常

授業 復習

反転授業

予習 授業

講義

読書

視聴覚

実演説明

議論し合うグループ

練習

他者に教える

5％

10％

20％

30％

50％

75％

90％

学習定着率（％）

ラーニングピラミッド

通常

授業 復習

反転授業

予習 授業

講義

読書

視聴覚

実演説明

議論し合うグループ

練習

他者に教える

5％

10％

20％

30％

50％

75％

90％

学習定着率（％）

ラーニングピラミッド

芽室町議会と白樺学園高校との連携協定事業の一環で、昨年度
は『地方自治を学ぶ〜議会はどんなところ？』をテーマに社会
科授業のフィールドワークとして、議事堂を訪問しました。「議
事堂見学・議会体験」「議会の仕組みなどを説明」をしていただ
きました。議長・委員長・町長・総務課長などの役割をロール
プレイングしました。

「帯広〜芽室の豊かな自然を題材
に環境教育を」をテーマに白樺
学園高校近隣に流れている第二
柏林台川で「外来種駆除実習」
を行っています。外来種である
ウチダザリガニを駆除し、絶滅
危惧種である「ニホンザリガニ」
を保護していくことの重要性を
この実習で学んでいきます。今
年で 6回目の実施となります。

テレビ東京が作成する番組「緊急
SOS! 池の水ぜんぶ抜く大作戦」内で、
タレントのお笑い芸人ハリセンボン・
箕輪はるかさんやNPO法人 birth の
久保田潤一さんと実習を行ったとき
の写真。
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外国語教育

留学補助制度

英語交換日記

スピーキングの機会が充実

カウアイ高校チャットプログラム

本校では帯広市の姉妹都市であるアメリカのスワード市、友好都
市である中国の朝陽市との相互派遣事業での留学にかかる参加負
担金を補助します。本校に入学すれば、経済的な理由で留学を諦
めていた生徒も、この制度を利用して海外で学ぶ機会を得ること
ができます。
※帯広市の相互派遣事業のため帯広市在住の生徒のみ対象となります。

希望者は英語アシスタントティーチャーのリヌスと英語での交換日
記を行うことができます。１日２文の短文日記を書いてリヌス先生
に添削をしてもらい
ます。日々の積み重
ねによって英語のラ
イティングスキルが
身につきます。ま
た、添削指導は英語
で行われるので、英
語でのコミュニケー
ションスキルも磨け
ます。

2019 年度は選択制で、１年次「S.O.E.」（進学・
教養コースのみ）、２年次「実用英語」、３年次「選
択英語」で少人数での英語の授業を受けることが
できます。少人数で授業を行うため、
ネイティブスピーカーのリヌス先生
と英語でのスピーキングの機会を多
く設けることができます。新入試制
度に対応した英語の４技能を楽しく
習得することができます。

本校では無料通話アプリを利用してハワイのカウアイ高校の生徒と
コミュニケーションを取るプログラムを行っています。英語でのコ
ミュニケーションだけでなく、日
本語を勉強しているカウアイ高校
の生徒の日本語のサポートも行い
ました。SNSのアカウントを教え
合って、連絡を取り続けることを
約束する生徒もいました。

朝陽市で現地の高校生と撮った写真右
から３番目が住川さん

リヌス・エンクヴィスト
英語アシスタントティーチャー紹介

留学補助制度に関する生徒の声

私はもともと海外留学に興味がありました。担任の先生から、国際姉妹都市
高校生相互派遣事業への補助制度があることを聞き、すぐに申し込みました。
当初はアメリカ合衆国のアラスカ州スワード市への訪問を希望していました
が、説明会で話を聞いていくうちに中国の朝陽市に興味を持つようになり、
朝陽市にホームステイをすることに決めました。朝陽市では、万里の長城を
訪れたり、餃子を作るイベントに参加したりしました。現地でサポートして
くれる中国の方々が流暢に英語を話すことができたので、英語でのコミュニ
ケーションを行いました。中国で英語運用能力を高めることができたのは意
外でしたが、大変良い語学学習の機会だったと思います。どうしてもわから
ないときは翻訳アプリに頼ったこともありました。あとは書かれた漢字を自
分なりに理解する努力もしました。人間力も養えたと思います。ホームステ
イ先では、歓迎の麺料理や安全祈願の餃子を作ってもらったりして、大変よ
くしてもらいました。私は、中国人が自分勝手で強引な人が多いイメージを
持っていましたが、全然そのような人はおらず、むしろ困ったら助けてくれ
る優しい方がほとんどでした。中国人に対して持つ印象が変わり、好印象に
なりました。この朝陽でのホームステイの経験から、見た目や自分の固定観
念で判断してはいけないということを深く理解しました。また、考えるより
先に行動することの大切さを学びました。

3 年生　進学・教養コース
住川　夢さん　帯広市立大空中学校出身

Hello everyone my name is Linus Engqvist and I’m the new 
assistant language teacher here at Shirakaba gakuen. I’m from 
Sweden but I have lived in Hokkaido for four years now. I like it 
here because the climate reminds me of my home country and the 
countryside of hokkaido is so beautiful.
Im looking forward to teaching you all and I hope we can all enjoy 
the following  school year together.
My main goal is to teach english that is useful in everyday life and 
to teach as much conversational english as possible so you can use 
it not just for exams but also in your future life and travels. Best of 
luck and lets all study hard.
みなさんこんにちは。リヌス・エンクヴィストと言います。白樺学園に今年
度からアシスタントティーチャーとして英語の授業を担当します。スウェー
デン出身です。北海道に住んで４年目になります。気候が地元と似ているの
で、地元のことを思い出せたり、北海道の田園地帯はとても美しいのが好き
なところです。みなさんに会って英語を教えるのを楽しみにしています。一
緒に学校生活を楽しみましょう。目標は日常生活で役立つ英語を教えること
と、できるだけ多くの英会話を教えることで、みなさんには受験だけでなく、
将来の生活の中や旅行の時にも使える英語を学んでもらいたいと考えていま
す。みんなで英語の勉強をがんばろう！

経歴： アイルランド生まれ / スウェーデン人の父とアイルランド人の母を持つ
 16 歳からスウェーデンに移住
 スウェーデン・ウプサラ大学卒業　専攻は地質学
 地質学の研究のために東北大学に２年間在籍
 地震学の研究のために北海道大学大学院に２年間在籍
 札幌の English Café bar leaf にて英会話講師を担当
 今年度より白樺学園高校に赴任
 英語・スウェーデン語のネイティブスピーカー

カウアイ高校の生徒達
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Rosetta�Stone で自己学習

英語検定個別指導

韓国語・中国語・第2外国語講座

外国語を習得する一番の近道は、その国に住んでしまうことー。ロゼッタストーンは、「見
て、聞いて、話す」ことを繰り返すことで、まるでその国に住んでいるかのように、外国
語のみに浸れるオンライン学習プログラムです。英語を含む 24言語を基礎から学べる、ま
るで留学しているかのような学習環境が手に入ります。スマートフォン、タブレット、PCで、
いつでもどこでもレッスンが可能。希望者はロゼッタストーンで、手軽に、実践的な語学
力を身につけることができます。
※応募者多数の場合には利用できない場合があります。

本校では実用英語技能検定の指導に力を入れています。授業の中で
扱うだけでなく、各級に応じて生徒への個別指導も行っています。
試験前にはリスニング講習を行ったり、英語科教員やアシスタント
ティーチャーのリヌスによるライティング指導も行っています。今
年度は英検準１級に挑戦する生徒もおり、モチベーション高く取り
組む生徒が増えています。

白樺学園では英語学習だけでなく、韓国語や中国語、ス
ウェーデン語の講座を不定期に開催しています。英語以外
の語学習得に興味のある生徒が放課後に集まって勉強会を
行うイベントです。ロゼッタストーンと併せて勉強するこ
とで、トリリンガル（3か国語を話せる人）を目指します。

細川�絢加さん　１年生　進学・教養コース /帯広西陵中学校出身 有賀　　峻　さん
語学学習に関する生徒の声 生徒の声/英検指導について

進学・教養コースでは、入学前に
簿記と S.O.E.（英会話の授業）を
選択できますが、S.O.E. を選択し
ました。1 年生のうちに基本的な
英語を使ってコミュニケーション
を取ることができるようになるこ
とが目標です。今がんばっている
ことはリヌス先生との「英語交換
日記」です。１日２行の短い英文
日記を書いてリヌス先生に添削してもらっています。自分で考
えた英文を評価してもらえることが嬉しいし、新しい表現を学
ぶこともできるのでこれからもがんばって続けていきたいと思
います。独学で韓国語を勉強していましたが、白樺学園高校で
はロゼッタストーンを使って英語以外の言語を学ぶことができ
ると知り、英語だけでなくロゼッタストーンや語学学習イベン
トで韓国語を学んでトリリンガルを目指します！

２年生のときに英検２級に
合格しました。現在は英検
準１級の合格を目指して勉
強をがんばっています。準
１級は特に単語量が多く、
毎日自分で単語の勉強には
取り組んでいます。どうし
てもわからない問題は毎朝
先生がミニ講習を開いてく
れるので、それを受講する
ことで着実に力がついていることを実感しています。ライティ
ングスキルも必要になってくるので、毎週アシスタントティー
チャーのリヌス先生に添削指導もお願いしています。アイスホッ
ケー部との練習の両立は大変ですが、高校生のうちに準 1 級に
合格できるようにホッケーも英語も全力で取り組み、志望大学
に入学できるようにがんばります！

SHIRAKABA STYLE 2021

3 年生　体育コース /東洋大京北中出身

北海道の高校では初めての導入！

札幌の旅行代理店に勤務する、蔡欣芸(サイキンウン)
さんによる「初めての中国語オンライン講座」のよ
うす。台湾出身の蔡さんが、初心者向けの中国語指
導を行ってくれました。それだけでなく、台湾で使
われる中国語と中国本土の中国語の違いや、台湾の
文化、台湾でのタピオカの注文方法などを教えてく
れました。

韓国語講座の特別講師の湯島馥
伃先生です。안녕하세요 .（ア
ンニョンハセヨ！）
※本校のアシスタントティー
チャーのリヌス先生はスウェー
デン語も教えてくれます。
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充実の学習指導 01

勉強同好会

勉強合宿

国公立大学、看護学校など、進学意欲のある生徒を対象に個別指導
を行います。生徒の学力は問わず、やる気さえあれば誰でも入会で
きます。受験に精通している教員が、３年間かけて指導しています。
少人数で行っているため、いつでも質問ができる環境で、より親身
にきめ細かい指導ができています。体育コースに所属している生徒
でも受講可能です。朝のHRが始まる前に行う朝講習会、と放課後
講習会を行っています。

指導プラン【例】≪国公立大学志望者≫

1年次

2年次

3年次

中学校で既習の内容の復習から始まります。受験の核となる
国語、数学、英語を中心に基礎固めを徹底的に行います。

前期は引き続き国語、数学、英語を中心に基礎固めを行いま
す。後期は受験問題に対応できる力を養成していくため、大
学入学共通テストを意識しながら得点力向上を目指します。

前期は上記３科目の更なるレベルアップを目指し、理科、社会に
おいても受験で対応できる力を養成していきます。後期は本番を
想定した問題を使用し、合格へ向けての総仕上げを行います。

マインドセット

勉強同好会では単に勉強するだけではなく「なんのために進学先
で勉強するのかを考える」「勉強の楽しさを理解し、大学で学ぶこ
との魅力を理解する」ということも信条にして取り組んでいます。
十勝で活躍する社会人を招いて、勉強することの大切さなどを教
えてもらうこともあります。

本田龍之介さん（十勝毎日新聞社勤務・関西学院大学卒）による
「マインドセット」の取り組みです。

理科　春木雄一郎先生

国語科　田村　香先生

1年生　体育コース
玉置　茶久さん　斜里中学校出身
勉強同好会・バスケットボール部

勉強同好会　顧問の声

勉強合宿　先生の声

勉強同好会との連携　生徒の声

「勉強同好会」では、主に大学進学、看護学校進学を考えている
生徒の学習指導をサポートしています。勉強同好会では学習塾に
通わなくても、朝のホームルーム前の時間や放課後、部活終了後
の時間を使って個別指導を受けることができます。また、今年度
からは予備校講師で学習指導専門の教員も加わり、全科目でより
充実した指導を行うことができています。勉強同好会の魅力は個
別指導にこだわっている点にあります。生徒一人ひとりを知るた
めの面談に多くの時間を割き、それぞれの生徒に合った勉強法を
提案し、指導をしています。毎年多くの生徒が勉強同好会で努力
を続け、国公立大学、看護学校に合格しています。今現在の学力
は関係ありません。より高みを目指して勉強したい生徒、苦手科
目を克服したい生徒、自分に合った勉強法がわからなく困ってい
る生徒は是非入会して一緒に夢を叶えましょう。

もともと勉強することが好きで、勉強と部活の両立をしたかった
ので勉強同好会に入会しました。バスケットボール部は全国大会
にも出場する強豪チームなので、入学前は勉強の取り組みに関し
て満足できるか心配でした。しかし、勉強同好会の春木先生の声
掛けもあったり、バスケットボール部の先輩で国公立大学に進学
しているという実績があったので、安心して勉強を進められると
思いました。現在は旭川医科大学の医学部に入学できるように勉
強しています。先生からは数学Ⅲがとても難しいと聞いているの
で、現在は数学Ⅰ・A/ Ⅱ・B を着々と勉強しているところです。
また、勉強同好会では日々の勉強の取り組みに関するスケジュー
ル管理も行ってくれるので、目標に向かって勉強しやすいところ
も魅力の１つだと思います。

勉強合宿では、普段の学校での授業とは違い、自
分の進路希望に合わせて受講内容を選べるため、
同じ目的を持つ仲間と刺激し合いながら学ぶこと
ができます。小論文対策の講座では、一人一人の
希望する大学・学部に合わせた課題に取り組みま
した。合宿中は、教員によるきめ細かな個別指導
が可能なため、初日にはほとんど書けなかった生
徒でも、3 日間という短い期間にも関わらず、最
終日には時間内に書き上げられるまでに成長して
いました。また、同じ課題に取り組む仲間同士で、
お互いの文章を見せ合ったり、意見を交換したり
することで、自分の考えを自然に深められたこと
が、その後も大きな効果を上げていました。

夏季休業中に３日間の日程で勉強合宿を行っていま
す。大学進学、看護専門学校、公務員を希望する
生徒を対象に開催してします。この勉強合宿は大
学・看護学校の入試、公務員試験を受験予定の生徒
に、解答テクニックや受験ノウハウを説明し、直
前の試験対策として役立てていただくために開催し
ているものです。2019 年度は 28人が参加しまし
た。2019年度の勉強合宿では芽室にある集団研修
施設「かっこう」を利用して宿泊を伴うイベントと
なっています。宿泊を通して、受験勉強をがんばる
仲間とともに努力をすることで結束力も高まり、モ
チベーションも向上します。

SHIRAKABA STYLE 2021
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充実の学習指導 02

公務員勉強会

Classi を使って自宅で公務員試験対策

進路アドバイザー
栗山　英二先生

３年生　体育コース
高橋　駿希さん�音更緑南中学校出身

先生紹介

公務員勉強会　生徒の声

　父の勧めもあり、卒業後は教員の道に
進みました。今振り返ると教師としては
知育偏重に傾いており、足りなかったも
のはコミュニケーション力であったと思
います。同僚の教師とよく話したことは、
高校時代の部活で人間力は養われるもの
だということでした。教師を辞めて色々な仕事を体験しましたが、そこで
学んだことは、確かな実力、仲間を大事にする心ということでした。その後、
看護公務員予備校を立ち上げ、多くの有用な人材を道東の医療界や、社会
に送り出してきたという自負を持っております。とくに、公務員試験は独
特な入試科目があり、通常の高校のカリキュラムには入っていないので、
この白樺学園高校で学べるということは非常に有利であると言えます。
　さて、ここで人生の礎でもある勉学ということについてお話したいと思
います。嫌々やる勉強ではなく、自分が興味を持てるものに真剣に取り組
んで欲しいということです。学生時代に学部移行という問題があり、就職
に有利な法学部に行くか、興味のあった文学部に行くか散々悩みましたが、
結局人は自分の好きなことしかやれないという思いに至り、自分なりに一
生懸命頑張りました。家族が寝静まる中、一人原書を読みあさり、この世
界で、この幸福感を感じているものは我一人なりと、陶酔に浸っていたこ
とを思い出します。是非皆さんにも学ぶことの喜びや楽しさを味わっても
らい、また、大事な自己発見をこの白樺学園高校でしていただきたいと思
います。

入学時から公務員を志望して勉強に取り組んでいました。学校が行ってくれていた模擬
試験に取り組んだり、問題集でわからない箇所があれば、個人的に先生に聞いたりして
いました。３年生になり、栗山先生が赴任して、公務員勉強会が開始されてからは、自
分の公務員の勉強がとてもはかどるようになりました。栗山先生の公務員予備校講師
としてのノウハウをフルに生かして指導してくれるので、安心して勉強ができます。勉
強すべき範囲を的確に教えてくれるので効率よく勉強ができることも魅力に感じていま
す。陸上競技部との両立は大変ですが、文武両道で励んでいきたいと思います。

警察官、警視庁、各地域の消防局、刑務官、北海道職員、市町村
職員等の公務員を目指していくために、毎週 4回の放課後講習を
はじめ、無料の公務員模試などを行っていきます。今年度から道
東看護公務員予備校塾長の栗山英二先生が公務員勉強会の舵取り
をしています。公務員対策がさらに充実しました。今年度は 14名
が参加しています。

Classi を使って公務員対策用の学習動画を
閲覧することもできます。麻生公務員専門
学校の講師による授業動画が公開されてい
るので自宅でスマートフォンを使って公務
員試験対策の勉強ができます。

経歴：�北海道大学文学部英文科卒
� 元札幌大谷高校英語科教諭
� 道東看護公務員予備校創設・塾長として多数の看護師・公務員を輩出
� 今年度より白樺学園高校進路アドバイザーとして赴任

SHIRAKABA STYLE 2021

秦先生（秦）：数学の勉強で変化があったことってある？
西田さん（西）：僕は中学生の時は本当に勉強が苦手で、高校に入ってから伸びたと思います。
秦：なんで伸びたんだと思う？
西：やる気の問題だと思います。中学生の時は本当にやる気がなくて…高校に入ってから頑張ろ
うと思いました。
秦：勉強のやる気のスイッチが入ったきっかけはある？
西：友だちに勉強を教えたりとか、授業中にみんなの前で教えたりとか…
秦：そうか。伶太は？中学校と比べてどう？
今泉さん（今）：中学生の頃は、部活だけ取り組んで、全然勉強に集中できなかったんですけど、
高校に入って、周りのみんなが勉強をめっちゃしてて、それでやらなきゃいけないなという感じ
になって、それでやり始めたのがきっかけです。一緒に勉強したりわからないことを教え合った
りしてて、そこからちょっと楽しいなって思えてきて、成績は、格段に伸びたなと思います。
秦：伸びたなっていう実感はあるんだ？
２人：はい
秦：周りの勉強やっている雰囲気っていうのはどんな感じなの？
今：琉我とか、周りの友人が授業に集中していて、そういうのを見て自分もやらなきゃなって。
秦：そうなんだ。クラスの雰囲気とか自分の仲の良い友だちが勉強に対して前向きだったのかな？
確かに、去年のクラスも勉強に対する意欲があったよね？
今：はい。
秦：クラス全体がそういう雰囲気になれたっていうのはどういう理由だと思う？
今：やっぱり授業中でのグループワーク、生徒だけで教え合ったりする取り組みを通して、勉強
がわかり始めて、みんなどんどんやる気になっていったんだと思っています。
秦：なるほど。グループワークは自分の勉強のやる気にもつながってきたの？
今：はい。　西：そうですね。
秦：グループワークのどんなところが良いところだと思う？
西：先生だけに頼るんじゃなくてみんなで教え合ったほうが、理解力も深まるし。
秦：うん、伶太は？
今：正直、先生にはちょっと聞きにくいとこがあって。友だち同士だと聞きやすいので、分から
ないところを補い合えるのがいいのかなって。
秦：前向きにグループワークに取り組めるようになったっていうのは、今までと違いはあるのか
な。
今：中学の時には、数学に苦手意識があったんですけど、高校入ってだんだん解けるようになっ
て楽しくなって、もっと問題に挑戦してみたいなって思うようになりました。
秦：放課後もみんな残って勉強やってるでしょ。どうしてそれを放課後残ってやろうって思える
気になったの？
西：友だちを勉強に誘って、わからない問題を友達に聞いたりして、分かるようになったらテス
トも解けるかなって思ったのが始まりです。
秦：勉強を人に教えてて、嬉しいなって思うことはある？
今：問題を解けなくて困ってる友だちがいるときに、「あ、分かった」って言って、解いてくれ
たりしたときは嬉しいなって。
秦：うれしいよねぇ。

西：自分がわかってて、他の人に教えることによって、もっと理解度が深まって、また自分の勉
強にもなるなって。
秦：うんうん。伶太は？
今：問題を解いて、それを友だちに教えることで、自然的に復習になってるなって思います。
秦：わかるわかる。でもさ、中学校のとき数学苦手だったんでしょ？
西：本当にダメでした。　今：めっちゃ苦手です。
秦：すごく苦手だったんでしょ？一番最初の授業で、「数学得意な人―」って、手を挙げてもらっ
たでしょ。「得意な人」って聞いて全く手が挙がらないし、「好きな人―」って聞いて、もう一回
手挙げてもらっても、全然手挙がらなったよね。
２人：はい。
秦：だけど今「数学得意な人」「数学好きな人」って同じ質問されたらどう？�
西：いやぁ、もう真逆ですね。好きだし得意でもあります。
秦：友だちから「数学を教えて」って言われたときの気持ちはどうだった？
西：嬉しかったですね。自分でも教えることできるんだなぁって。苦手だったので…
秦：黒板に出て説明したりもできるようになったけど、気持ちの変化はある？
今：前は本当に、みんなの前に出て何かをするっていうのが苦手で、正直人前に出て解答を黒板
に書くっていうのは嫌だった…
秦：そうだよね、わかるわかる。
今：でも１回やってみたら、なんか吹っ切れて…次も発表してみたい！みたいな。
秦：１年間通して２人は成績も上がってるよね。琉我なんて、クラス 2番まで上がったよね。伶
太も前期と後期を比べたら 10番近く順位を上げてる。２人とも平均点も 10点くらい上がって
るね。
西：無茶苦茶上がってる（笑）
秦：これからの勉強に対する目標はどんな感じ？
今：1年トップ 10以内に入れなくて、それがすっごく悔しかったんで、今年こそは入ってもっと、
勉強に自信を持ちたいなって、それが目標ですね。
秦：琉我は？
西：俺は、上位を目指したいですけど、伶太には負けたくないです。
３人：（笑）
秦：いいライバル関係は大事だよね。伶太の目標は？
今：去年も勉強はしてたんですけど、それよりももっとしないとって思ってます。みんな、もの
すごい勉強量なのは知っているので。勉強量はまだまだ足りないかなって思ってます。1年の頃
の倍くらいはやって、トップ１０入りしたいなって…
秦：その後の目標は？
今：とりあえず、琉我と同じく位のレベルに…追いついて追い越します。
３人：(笑 )
西：追い抜かせませんよ！ (笑 )
秦：勉強でこういうふうに競い合うっていい傾向だなぁと思う！他の人たちもすごく頑張ってる
人がいて、クラスの雰囲気も良くなっているのがわかる。さらにクラスで努力していってもらえ
たらなと、担任としては願っていますよ。

アクティブラーニング【数学】生徒・先生対談
秦　洋輔先生　数学科教諭　２学年担任
西田琉我さん　進学・教養コース　２年　帯広大空中出身
今泉伶太さん　進学・教養コース　２年　帯広緑園中出身

秦　洋輔
先生

西田　琉我
さん

今泉　伶太
さん
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進路指導

進路指導アドバイザー

個別の小論文指導・願書・履歴書指導

面接練習

進路指導イベント

今年度から道東看護公務員予備校塾長の栗山英二先生が「進路指導アド
バイザー」として進路指導室に常駐することになりました。道東看護公
務員予備校講師としての経験から様々な視点で生徒の進路指導を行いま
す。進路指導室に常駐しているので進路に関して困ったら、昼休みや放
課後を利用して、進路指導室を訪問しアドバイスを受けることができま
す。

進路指導部・国語科による小論文指導、願書、履歴書の書き方の個別指
導を行っています。各大学の学部や各企業によって小論文の書き方や履
歴書の書き方が大きく異なります。生徒の受験する大学の学部や企業に
応じてそれぞれ個別に書き方の指導をしていきます。

本校の面接練習は担任、進路指
導部だけでなくハローワークや
広告代理店の方とも行っていき
ます。様々な意見をもらうこと
で採用試験に自信を持って臨め
るように準備します。

SHIRAKABA STYLE 2021

面接練習のようす

赤松さんが拓殖大学の
入試で使用したプレゼ
ンテーションのレジュ
メ。中国の土地買収問
題の研究やAI 農業の研
究を行ってきた。試験
官の方から「大学生の
プレゼンテーションの
よう」と高評価をいた
だいた。将来はアジア
の経済発展に関わる仕
事がしたいと意気込ん
でいる。

南谷　賢宏さん

赤松　遼太さん　体育コース出身

2020年3月卒業
志賀　万桜さん
体育コース出身

株式会社ライセンスアカデミー

小論文・願書指導　卒業生メッセージ

卒業生の声/
株式会社ベルコ帯広　ベルクラシック

私は受験を通して一回り大きく人として成長することができました。高校
3 年の夏に野球部を引退し本格的に受験に向けた勉強をスタートしました。
最初はすごくやる気に満ち溢れていました。しかし、途中に遊びの誘惑に
負けてブレーキがかかってしまうこともありました。そんな間違った道を
進んでいく自分を色々な方々が道を正してくれました。何を言いたいかと
いうと、受験は色んな人の力を借りてください。たとえ、強い人間でブレ
ない人でも、色んな人の意見を聞くだけで知識も増えますし、喜びや悲し
みを共有することで喜びが 2 倍に悲しみが 2 分の 1 になります。また、自
分に甘い人は色んな人を巻き込むことで責任感が生まれ自分に厳しく取り
組めると思います。私は、この受験を通して白樺学園高校の先生方をはじめ、
たくさんの方々に支えられ受験を成功させました。白樺学園高校に入学し
て、先生や友人を巻き込んで受験を成功させてください。応援しています。

高校を卒業したら、ここで働きたい！と決め
てからは担任の先生や進路指導の先生と授業
の間の休み時間や部活動が始まる前のすき間
の時間を見つけては面接練習を繰り返し行い
ました。私は第１希望の職に絶対に受かりた
かったので誰よりも先に面接練習を始めたと
思います。早く始めたぶん、先生と何度も内
容を修正して、面接本番は自信を持って挑め

ました。面接練習で学んだ言葉遣いや態度は社会に出たら当たり前で大
事なことだと、仕事をしていて痛感しています。自分の将来に役に立つ
ことなので白樺に入って本気で頑張ってほしいです！

校内進学相談会 インターンシップ・職場体験

進路分野別学習 校内進路ガイダンス

2020年度３月卒業　拓殖大学　政経学部　経済学科

白樺学園高校様の面接練習を担当させていただいております。学校外の
立場から社会人としてアドバイスし、希望進路へと導くお手伝いをさせ
ていただきます。高校では生徒一人一人に個性があるように進路につい
ても千差万別であり、個別の対応が求められます。経済や進学状況が目
まぐるしく変化していく時代の中で適切な情報の選択や自己発信が求め
られます。そのような時代の中で一人一人に寄り添う指導を行うことを
目指します。

看護学校合格指導
看護学校受験指導も充実しています。道東看護公務
員予備校塾長の栗山英二先生が予備校で培ったノウ
ハウを生かして看護学校への進学指導を行います。
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制服紹介

女子ブレザー

男子ブレザー

カーディガン

ベスト
ポロシャツ / ベスト

ジャージ

SHIRAKABA STYLE 2021

白樺学園の制服は、男女とも基本
はブレザーです。その他、ベスト、
ポロシャツ（夏季略装時）など季
節や授業に対応したバリエーショ
ンを用意しています。今年度から
学校指定ジャージが変更になり
ました。紺を基調とした UNDER  
ARMOUR（アンダーアーマー）の
スウェットタイプのジャージです。
学年ごとに胸の文字の色が異なり
ます。人気のスポーツブランドで
気持ちよく体育の授業で体を動か
せると生徒からも好評です。
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進
学・教
養
コ
ー
ス

４年制大学進学に対応したカリキュラムで、文系・理系の授業が選べる進学選
択と、専門学校・就職希望の生徒に対応するカリキュラムで、資格取得に力点
を置く教養選択。生徒１人ひとりの個性に合わせた指導を実現します。

就職
六花亭製菓株式会社…………………………………………�1 名
パナソニックスイッチングテクノロジーズ株式会社………�1 名
パーソルパナソニックファクトリーパートナーズ株式会社　帯広事業所……�1 名
ネッツトヨタ帯広株式会社…………………………………�1 名
株式会社ホンダカーズ帯広…………………………………�1 名
帯広スズキ株式会社…………………………………………�1 名
北海道クボタ株式会社………………………………………�1 名
株式会社クランベリー………………………………………�1 名
有限会社菓子の家……………………………………………�1 名
株式会社おおいけ　おおいけ動物病院……………………�1 名
亀山眼科………………………………………………………�1 名
たちばな歯科医院……………………………………………�1 名
株式会社ハニーズ……………………………………………�1 名

文系選択科目
S.O.E./ １年次

（ステップアウトイングリッシュ）

実用英語 / ２年次
選択英語 / ３年次

簿記 /1 年次

理系選択科目
数学演習 /2 年次

教養選択科目
ビジネス実務 /3 年次
情報処理 /2 年次

ネイティブイングリッシュスピーカーとの
コミュニケーションで英語運用能力向上。

簿記能力検定の取得を目指します。

数学Ⅰの範囲の応用編を勉強。ゼミ形式での授業。

ビジネス文書実務検定・情報処理検定の取得を目指します。

進学・教養コース 2019 年度卒業生　主な進路実績
大学
北海学園大学　人文学部　英米文化学科………… 1 名
酪農学園大学　環境共生学類……………………… 2 名
北海道情報大学　経営情報学部　先端経営学科… 1 名
札幌大谷大学　芸術学部　美術学科……………… 1 名
北海道文教大学　人間科学部　子ども発達学科… 1 名

短期大学
北星学園大学　短期大学部　英文学科…………………� 1 名
帯広大谷短期大学　子ども福祉専攻……………………� 3 名

専門学校
北海道医療センター附属札幌看護学校…………………� 1 名
北海道社会事業協会帯広看護専門学校…………………� 1 名
帯広医師会看護専門学院�…………………………………�2 名
日本工学院北海道専門学校………………………………� 2 名
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数学が苦手で高校の数学の授業についていけるか心配でした。担任
でもあり数学の教科担任の秦先生に教えてもらった友だち同士で教
え合う「アクティブ・ラーニング」の方法で、放課後を使って友だ
ちと一緒に勉強をするようになりました。いつしかそれがルーティ
ンとなり、テスト前にはいつも友だちと集まって勉強を教え合うよ
うになっています。高校入学時は苦手だった数学が、現在では理解
できるようになり、数学のおもしろさもわかるようになってきまし
た。進学・教養コースはそのような活動を先生方が支援してくれたり、
談話室を使って放課後にも勉強ができる環境があるのでとても満足
しています。２年生になったので、１年生の見本となれるように勉
強だけでなく学校祭などのイベントでも積極的に活躍していきたい
です。

　こんにちは。国語科教員の齊藤です。突然ですが、今日は皆さん
について書きます。といっても、皆さんのことはよくわからないん
ですけどね。アハハ。さて、皆さんは「人間」ですね。何を当たり
前のことを～？なんて思っている人もいるかな。けれど「人間」い
う言葉、不思議だと思いません？だって「人」ではなくて「人間」
ですよ。犬も猫も「犬間」「猫間」とは言いません。
　気づきました？「間」がつくのは人だけなんですよ。「間」ってい
ろいろな意味があるんですね。時間、空間、方向、関係性などなど。
それだけ人というのは「間」を大切にするんですね。「間」の取り方
がよくないと「間が悪い」人になってしまいますね。それでは少し ( 大
分？ ) 困ってしまいます。本人も周りの人も…。では、どうしたら「間」
の感覚が身につくか？それはね、様々な人間関係を経験していくし
かないのです。多分。
　幸い本校には目標も目的も違う様々な生徒がやってきます。先生
方も様々です。それだけの人がいれば、当然いろいろ起き、思い通
りには進みません。はっきり言うと高校は楽しいことばかりではな
く、むしろ大変なことのほうが多いかもしれません。しかし、様々
な人と交流し、経験を積むには最適な場です。皆さんも社会で通用
する「間」の感覚を一緒に身につけていきません？

進
学・教
養
コ
ー
ス

進学・教養コース　１年生時間割例

SHIRAKABA STYLE 2021

２年生　進学・教養コース
近藤　航平さん
帯広南町中学校出身

担当教科　国語
２学年担任
齊藤　努　先生

在校生の声

教員の声

月 火 水 木 金
～8:30 登校時間
8:35～ SHR

1 8:50 英語Ⅰ 国語総合 数学Ⅰ 国語総合 LHR
2 9:50 音楽・書道 家庭基礎 体育 SOE・簿記 現代社会
3 10:50 社会と情報 国語総合 化学基礎 音楽・書道 英語Ⅰ
4 11:50 英語Ⅰ 現代社会 現代社会 家庭基礎 保健

12:40
5 13:20 SOE・簿記 SOE・簿記 社会と情報 数学Ⅰ 数学Ⅰ
6 14:20 − 数学Ⅰ 国語総合 体育 化学基礎

15:10 SHR
放課後 講習・部活動

パソコン演習室

ゲートボール場

白樺ホール

昼食テーブル

図書室

テニスコート

音楽室

コモンス
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① ② ③

④ ⑤

体育コースは、高校生と
して基礎となる学習はも
ちろん、大好きな運動に
思いっきり専念できる、
まさに「文武両道」を目
指しています。９つの指
定クラブで構成され、コー
ス生はそのいずれかのク
ラブに所属することが義
務づけられています。

体
育
コ
ー
ス
トップアスリートとし

て

文武両道の３年間。
体育コース指定クラブ一覧
●野球部（男子）
●アイスホッケー部（男子）
●スピードスケート部（男子・女子）
●陸上競技部（男子・女子）
●男子バスケットボール部
●女子バスケットボール部
●サッカー部（男子）
●男子バレーボール部
●女子バレーボール部 

体育コース 2019 年度卒業生　主な進路実績
大学
北海道教育大学　釧路校 教員養成課程………… 1 名
早稲田大学　スポーツ科学部…………………… 1 名
明治大学　経営学部……………………………… 1 名
明治大学　史学地理学科………………………… 1 名
関西学院大学　国際学部………………………… 1 名
関西学院大学　教育学科………………………… 1 名
同志社大学　スポーツ健康科学部……………… 2 名
法政大学　政治学科……………………………… 1 名
中央大学　法律学科……………………………… 1 名
中央大学　国際経済学科………………………… 1 名
中央大学　政策科学科…………………………… 1 名

短期大学
帯広大谷短期大学　子ども福祉専攻……………………� 2 名
専門学校
北海道医療センター附属札幌看護学校…………………� 1 名
日本工学院北海道専門学校………………………………� 2 名
日本航空専門学校…………………………………………� 2 名
北海道メディカル・スポーツ専門学校　スポーツトレーナー学科……� 2 名
就職
とかち広域消防事務組合………………………………� 1 名
一般曹候補生（陸）�………………………………………� 5 名
株式会社　柳月……………………………………………� 3 名

六花亭製菓　株式会社……………………………………� １名
パナソニックスイッチングテクノロジーズ株式会社…� ２名
パーソルパナソニックファクトリーパートナーズ株式会社　帯広事業所�…１名
株式会社　明治　十勝工場………………………………� 1 名
プリマハム　株式会社　北海道工場……………………� 1 名
北見信用金庫………………………………………………� 1 名
株式会社ベルコ　ベルクラシック………………………� 1 名
株式会社　山本忠信商店…………………………………� 1 名
CSM�Lugoj（サッカールーマニア４部リーグ）………�1 名

日本大学　商業学科………………………………………�1 名
日本大学　スポーツ科学部………………………………�2 名
日本大学　教育学科………………………………………�1 名
東洋大学　文化システム学科……………………………�1 名
専修大学　経営学科………………………………………�2 名
拓殖大学　経済学科………………………………………�1 名
大東文化大学　日本文学科………………………………�1 名
北海学園大学　経営学科…………………………………�1 名
北海学園大学　日本文化学科……………………………�1 名
北星学園大学　経済学科…………………………………�1 名
北海道医療大学　歯学科…………………………………�1 名
日本医療大学　リハビリテーション学科………………�2 名
千歳リハビリテーション大学�リハビリテーション学科……�1 名

①男子バスケットボール部
　インターハイ・ウィンターカップ
　（選手権大会）全国大会出場
②野球部　神宮大会出場
③選抜高校野球大会・選抜旗授与式
④スピードスケート部男子インターハイ優勝
⑤アイスホッケー部インターハイ優勝
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ランニングコース

トレーニングルーム

野球部室内練習場

野球場

100m・走幅跳専用ピット

第 1アリーナ

スカイウォーク

第 2アリーナ

体
育
コ
ー
ス

SHIRAKABA STYLE 2021

栄養講習会「朝食学」

大塚製薬との連携協定

体育コース　１年生時間割例

近隣の施設紹介

遠征バス
大塚製薬株式会社の皆さんが「朝食学」
について講演をしてくださいました。
講演内容は、朝食を取る人と取らない
人では、学習効率に差がでてくる！
バランスよく食事をしよう！というも
の。データも示してくださり、大変わ
かりやすい講演でした。

本校と大塚製薬株式会社（札幌支店）の間で「スポーツ振興及び健
康増進に関する連携協定」が締結されています。連携を強化するこ
とで、食育やスポーツ振興、健康増進に関する分野において、双方
が持つ資源を最大限に活用することで、学校の活性化や生徒の健康
増進に取り組み、教育の充実を図るというものです。具体的な取り

組みとしては、科学的根拠
に基づくスポーツ活動時の
熱中症対策や水分・栄養摂
取に関する取り組み、「食
育」を通じた健康づくりの
協力に関する取り組みなど
を行っています。

専攻体育 / 体育コースには学校設定科目として専攻体育の時間があります。週３時間、火曜・水曜・金曜の６時間目は、各競技の専門性をみがいています。

隣接する運動施設で、放課後や
専攻体育時に、移動時間なくス
ポーツができる。

明治十勝オーバル

帯広市街

白樺学園

帯広の森
アイスアリーナ

帯広の森
陸上競技場

部活動につきものな遠征時の移動には、学校が所有するバ
スで移動します。これにより１回あたりの費用が大幅に軽
減でき、多くの遠征を実現しています。運転手は専門のス
タッフが担当。（学園バス　大型４台　中型１台所有）

栄養講習会「食事と熱中症セミナー」

月 火 水 木 金
～8:30 登校時間
8:35～ SHR

1 8:50 化学基礎 数学Ⅰ 英語Ⅰ 数学Ⅰ ＬＨＲ
2 9:50 家庭基礎 国語総合 国語総合 音楽・書道 国語総合
3 10:50 音楽・書道 現代社会 体育 英語Ⅰ 現代社会
4 11:50 数学Ⅰ 英語Ⅰ 数学Ⅰ 国語総合 体育

12:40
5 13:20 保健 社会と情報 現代社会 家庭基礎 化学基礎
6 14:20 − 専攻体育 専攻体育 社会と情報 専攻体育

15:10 SHR
放課後 講習・部活動
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体育コース
９つの指定クラブ

野球部

スピードスケート部（女子）

男子バスケットボール部

女子バスケットボール部 陸上競技部（女子） 女子バレーボール部

陸上競技部（男子） 男子バレーボール部

アイスホッケー部スピードスケート部（男子）

男子サッカー部

第 50 回記念明治神宮大会　全国ベスト４ プリンスリーグに昇格し初戦を迎えた

第69回全国高等学校スケート選手権大会
【男子学校対抗】優勝（４年連続35回目）
第３回ユースオリンピック冬季競技会
男子500ｍ優勝 山本　悠乃/男子1500m優勝 蟻戸　一永
世界ジュニアワールドカップ第一戦
男子1000ｍ優勝 野々村太陽/男子3000ｍ優勝 蟻戸　一永
世界ジュニアワールドカップ第二戦
男子1000ｍ優勝 野々村太陽

田
中
　
佑
季

堀
川
　
桃
香

山
田
　
哲
汰

後
藤
あ
か
り

澤
村
　
愛
花

鈴
木
　
ま
な

東
原
　
良
将

神
原
　
昂
汰

西
浦
　
光
晟

谷
垣
　
優
斗

廣
澤
　
　
憧

帯
広
西
陵
中
出
身

大
樹
中
出
身

帯
広
南
町
中
出
身

帯
広
翔
陽
中
出
身

士
幌
町
中
央
中
出
身

下
音
更
中
出
身

芽
室
中
出
身

札
内
東
中
出
身

帯
広
第
八
中
出
身

札
内
東
中
出
身

札
内
中
出
身

第 69 回全国高等学校スケート選手権大会
女子 1500 ｍ・女子 3000 ｍ
優勝　堀川　桃香

全国高校総体（インターハイ）北海道予選会 ２位
インターハイ出場決定
72回全国高等学校
バスケットボール選手権大会 出場

全国高校総体（インターハイ）
十勝支部予選会決勝リーグ進出

全国高校総体陸上競技大会
女子200ｍ出場　藤澤　光代 第72回春高バレー 北海道代表決定戦　出場

全国高校総体陸上競技大会
男子４×400ｍリレー出場
神谷 彪、關口　一太、橋本　凌弥、永井　雅樹
男子3000ｍ障害・5000ｍ出場 中西　人士 第72回春高バレー 北海道代表決定戦　出場

第 14 回全国高等学校選抜
アイスホッケー大会　優勝
第 69 回全国高等学校競技選手権大会
優勝（２年ぶり６回目）
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SHIRAKABA STYLE 2021

同好会・外局・
学外活動

SHIRAKABA STYLE 2021

吹奏楽部
中村　愛花
進学・教養コース
帯広第八中出身
第 64回帯広地区
吹奏楽コンクール
高等学校Ｂ編成の部　銀賞

IT 研究部
渡辺　翔生
進学・教養コース
帯広第八中出身
第２回全国高校ｅスポーツ
全国大会ベスト 16

フットサル部
湯木　舜介
進学・教養コース
帯広川西中出身
2019�オール十勝フットサル
エンジョイ�サマーリーグ　3位

柔道部（男子）
千田　康聖
進学・教養コース
新得屈足中出身
第69回北海道高等学校柔道大会
男子団体出場

柔道部（女子）
藤田　綾乃
進学・教養コース
新得中出身
第 63回全十勝高等学校柔道
新人大会
女子軽量級３位　藤田　綾乃

女子サッカー部
藤原　光里
進学・教養コース
神奈川・浜須賀中出身
北海道レディースエイトリーグ
リーグ 1位

写真部
酒井　啓伍
進学・教養コース
帯広西陵中出身
第 43回全道大会
佳作入賞　酒井　啓伍

バドミントン部（男子）
増田　稜太
進学・教養コース
芽室中出身

バドミントン部（女子）
古谷　鈴奈
進学・教養コース
帯広大空中出身

ゲートボール部
小森　翔太
進学・教養コース
芽室中出身
第 24回全国
ジュニアゲートボール大会
予選リーグ 1勝

ユネスコ（ボランティア）部
松坂　朋花
進学・教養コース
帯広緑園中出身
ネイパルあしょろ
秋のこどもフェスティバル参加
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SHIRAKABA STYLE 2021

空手道部
顧問
芦沢　満　先生

勉強同好会
住川　夢
進学・教養コース
帯広大空中出身
実績
北海道教育大学釧路校・
函館校 /釧路公立大学 /
北海道医療センター付属
札幌看護学校

イラスト同好会
清水　愛結
進学・教養コース
帯広南町中出身

軽音楽同好会
工藤大空斗
進学・教養コース
帯広第八中出身

ボウリング同好会 硬式テニス部

放送局
笹木　麻衣
進学・教養コース
帯広緑園中出身

図書局
村上　雪乃
進学・教養コース）
帯広緑園中出身

新聞局
青木　瑠菜
進学・教養コース
帯広第一中出身

女子アイスホッケー
竹中　梨々奈
進学・教養コース
浦幌中出身

空道
小川　さくら
進学・教養コース
帯広第五中出身

同好会・外局・
学外活動

学外活動　学外での活動を頑張っています。
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陸上自衛隊

南町球場

大空中

大空小

緑陽高校

稲田中

豊成小学校

南町中

農業高校畜産大学

帯広の森

翔陽中学校

第四中学校
第八中学校

第五中学校 緑丘小学校

啓西小学校

栄小学校

西陵中

フクハラ

明和小学校緑園中

MEGA
ドンキ
ホーテ

第二中学校

西小学校

南商業高校

森の里小

おびひろ動物園

ドリームタウン白樺

イトーヨーカドー

札内川
緑ケ丘公園

帯広競馬場

帯広川

売買川

帯
広
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広
尾
自
動
車
道

十勝川

電信通

西南大通
春駒通

中島通

白樺通

新緑通

柏林台通

稲田通

公
園
通
り

鉄
南
通

栄
通
り

弥
生
新
通

音
更
川

す
ず
ら
ん
大
橋

十
勝
大
橋

木
野
西
通

東
通

コープさっぽろ

柏林台駅

西帯広駅

芽室駅
帯広駅

ジョイフルAK

光南小学校

明星小学校

イオン

長崎屋

宝来中学校

下音更中フクハラ

木野東小

帯廣神社

帯広市役所

帯広小学校

いちまる

ホーマック

徳洲会病院
文化センター

下音更小

鈴蘭小

音更共栄中
柳町小
OK

トイザらス

緑ケ丘病院
大谷短大

サンドーム
音更町役場

音更小学校

音更中学校

よつ葉乳業

ハピオ

白人小学校
フクハラ

幕別 100年記念ホール
ホーマック コープさっぽろ

札内中学校

札内南小学校

札内北小学校

札内東中学校

第一中学校

開西小つつじが丘小

三条高校

養護学校
盲学校芽室高校

ダイイチ

芽室町役場

芽室西小

芽室小
芽室中学校

芽室西中学校
広陽小学校

翔陽中前

明星校前

自由が丘1丁目

西16条5丁目

西19条5丁目森の里小学校前

新緑通公住前

東官舎

四中前

空港橋

東別府
いちまる配送前白樺学園

ホーマック裏

農校住宅前

みなつき
居酒屋前

西15条37丁目

ドルチェ美容室前
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241
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241

38
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3838

道東自動車道
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14

12

11

9

8

2

1

7
65

4
3 2 1

西24条4丁目
カーピカランド24横

ほっともっと西帯広店前
帯支橋南側

養護学校前

西帯広駅
ダイイチ芽室店前（都市間バス停）㈲野崎プレス興業前

㈱メリット
情報内藤前 芽室東6条

芽室高校前

芽室公園

鈴蘭公園

鈴蘭公園

公南弥生トンネル前

芽室駅

栄小学校前

西町2丁目

西19条2丁目

21

ダイイチ前 シオンハイツA前
輝の葉はりきゅう整骨院前

宝来中央公園前

宝来

ユトリベルグ木野店前

柳町小学校正門前

6 共栄あさがお公園横

柳町9線

新通15丁目

音更役場前
音更中学校前

改善センター前

緑ヶ丘病院前
緑陽台8線
音更病院前
共栄団地
共栄台西11
北蘭団地

青葉町ローソン横

なめき歯科医院前

リリーロード
ハイツ横フクハラ横

20

10

無料の学園バス運行

帯広大谷短期大学との高大接続連携協定

専任相談員による教育相談

出前授業

①アクティブラーニングを用いた高校数学
② iPad・ロイロノートを使った英語の授業
③勉強同好会顧問による「勉強の仕方」伝授
④高校の進路指導から学ぶ中学生の進路選択
⑤簿記授業体験
⑥高校日本史授業体験
⑦高校国語体験 ⑧プログラミング授業体験
⑨生物授業体験 ⑩ iPad を用いた理科授業体験
⑪看護講座体験 ⑫公務員講座体験
⑬英会話講座 ⑭スウェーデン語講座
⑮韓国語超初級 ⑯白樺学園高校生徒による勉強指導
⑰ロゼッタストーンを使ってみよう
⑱走り方指導
⑲サッカー指導 ⑳バレーボール指導
㉑スケート指導
㉒バスケットボール指導
㉓柔道指導 ㉔楽器演奏指導
㉕ブラジリアン柔術体験

ホームページ上でも
ご覧いただけます。

部活下校バス
冬期間に運行しています。

18:45 出発

ルート等の詳細は
ホームページをご覧ください

白樺学園高校は帯広大谷短期大学と高大接続連携
協定を結んでいます。現在、帯広大谷短期大学か
らインターンシップ講演会や ICT セミナーなどを
行っていただいています。本校生徒が帯広大谷短
期大学に指定校推薦で入学した際には、教育連携
協定に基づき、入学金が半額（200,000 円の入学
金［入学手続時］が半額の 100,000 円）で入学
することができます。

友人との人間関係がうまくいかなかったり、学級や部活動の雰
囲気に慣れない等のことが原因で、学校へ向かう足がだんだん
重くなってしまう、そうした生徒が増えていると聞きます。そ
の傾向は新入生に多く、不登校状態から退学にまで至ると『高
１クライシス（危機）』とまで言われています。家庭環境や家族のこと、スマホや SNS 等
でのトラブルに関わること、進路や将来のこと、修学旅行や授業のこと等々、心配ごとや
悩みごとは、予期せず突然、起きたりもします。また、生徒にとって得手、不得手は誰に
でもあるものですが、学習の内容や方法等に、偏りやこだわりが強かったり、配慮を必要
とする生徒もいます。本校では、そうした生徒にも気を配り、個々の『生徒の心を大切に
しよう』と、専任の相談員を配備し、教育相談やカウンセリングをおこなっております。

本校では出前授業を行っています。25個のプログラム
から無料で授業を受けることができます。中学校の進路
担当の先生を通じてお申し込みください。

専任相談員：今野　峯夫　先生

学校に通いやすい環境を提供して
いるのも白樺学園の特徴のひとつ。
帯広市内はもちろん、芽室町・音更・
札内方面まで幅広く運行しています。

②
芽
室
町
・
二
中
線

学校出発････････････････････････ �7：20
■芽室町
①芽室高校前（コミバス停）�････････ �7：33
②芽室東６条（十勝バス停）�････････ �7：35
③芽室駅････････････････････････ �7：37
④㈱メリット情報内藤前･･････････ �7：39
⑤㈲野崎プレス興業前････････････ �7：41
⑥ダイイチ芽室店前（都市間バス停）�･ �7：44
■帯広市
⑦西帯広駅･･････････････････････ �7：54
⑧養護学校前（十勝バス停）�････････ �7：57
⑨ほっともっと西帯広店前････････ �7：58
⑩帯支橋南側････････････････････ �7：59
⑪西24条４丁目（十勝バス停）�･････ �8：00
⑫カーピカランド24横�･･･････････ �8：02
学校到着････････････････････････ �8：10

※冬期間（11月〜４月）運行

①
音
更
町
・
一
中
・
西
陵
中
線

学校出発�････････････････････････････････････････�6：45
■音更町
①シオンハイツA前（木野東通）�････････�7：10
②輝の葉はりきゅう整骨院前�･･･････････�7：12
③宝来中央公園前（十勝バス停）�････････�7：14
④宝来（十勝バス停）�････････････････････････�7：16
⑤ユトリベルグ木野店前�･････････････････�7：19
⑥共栄あさがお公園横･････････････････････�7：20
⑦柳町小学校正門前�････････････････････････�7：21
⑧柳町９線（コミバス停）�･････････････････�7：24
⑨新通15丁目（十勝バス停）�･････････････�7：26
⑩音更役場前（十勝バス停）�･･････････････�7：28
⑪音更中学校前（拓殖バス停）�･･･････････�7：29
⑫改善センター前（コミバス停）�････････�7：31
⑬緑ヶ丘病院前（拓殖バス停）�･･･････････�7：32
⑭緑陽台８線（拓殖バス停）�･･････････････�7：35
⑮音更病院前（拓殖バス停）�･･････････････�7：37
⑯共栄団地（拓殖バス停）�･････････････････�7：38
⑰共栄台西11�････････････････････････････････�7：39
⑱北蘭団地（拓殖バス停）�･････････････････�7：40
⑲青葉町ローソン横（拓殖バス停）�････････�7：41
⑳なめき歯科医院前�････････････････････････�7：42
■帯広市
�リリーロードハイツ横�･････････････････�7：45
�ダイイチ前�･････････････････････････････････�7：47
�フクハラ横�･････････････････････････････････�7：48
�栄小学校前（拓殖バス停）�･･････････････�7：50
�西町２丁目（十勝バス停）�･･････････････�7：53
�西19条2丁目（十勝バス停）�･･･････････�7：57
学校到着�････････････････････････････�8：20

※通年運行

④
五
中・八
中
線

学校出発････････････････････････ �8：15
①自由が丘１丁目（拓殖バス停）�････ �8：25
②西16条５丁目（十勝バス停）�･････ �8：30
③西19条５丁目（十勝バス停）�･････ �8：35
学校到着････････････････････････ �8：45

※冬期間（11月〜３月）運行

③
翔
陽
中・四
中・南
町
中・大
空
中・札
内
線

学校出発････････････････････････ �7：05
①札内9号南通�･･････････････････ �7：10
②翔陽中前･･････････････････････ �7：30
③明星校前（十勝バス停）�･･････････ �7：38
④四中前（十勝バス停）�････････････ �7：41
⑤いちまる配送前････････････････ �7：43
⑥ホーマック裏（西5南39）�････････ �7：46
⑦ドルチェ美容室前（西10南39）�･･ �7：48
⑧みなつき居酒屋前（西12南33）�･･ �7：52
⑨公南弥生トンネル前（十勝バス停）��7：54
⑩東官舎（十勝バス停）�････････････ �7：56
⑪西15条37丁目（十勝バス停）�････ �7：58
⑫農校住宅前（十勝バス停）�････････ �8：01
⑬空港橋（十勝バス停）�････････････ �8：04
⑭東別府（十勝バス停）�････････････ �8：07
学校到着･････････････････ �8：15

※冬期間（11月〜４月）運行

大谷短大に通う本校卒業生たち
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４
月

01
入学式

新入生代表の宣誓
「悔いのない高校生活を送ることを誓います」と宣誓

02 初めてのHR　期待と緊張が入り混じった感覚です
03 対面式　先生紹介コーナーのようすです

５
月

04 遠足
（2・３年）

白樺学園からグリーンパークを歩きます
05 歩いたあとはみんなで焼き肉です
06

宿泊研修
（１年）

炊事にも取り組みます
07 強歩です。10kmを歩きます
08 目的地に到着
09 みんなで朝食です
10 高体連壮行会　全道大会進出を目指します
11

高体連
集約大会

男子サッカー部
12 女子バレーボール部
13 女子バスケットボール部
14 男子バレーボール部
15 陸上競技部
16 柔道部
17 男子バスケットボール部

６
月

18 進路イベント
「分野別学習会」

おいしいコーヒーを淹れてみました
19 セグウェイ体験のようすです

20 野球全校
応援

支部大会は帯広の森球場で、北北海道大会は
旭川スタルヒン球場で行います

７
月

21

白樺祭

ステージ発表　カッコいいキレのあるダンスです
22 模擬店　クラスで焼き鳥屋さんを運営しています
23 模擬店　チーズドッグおいしい！
24 スペシャルゲスト�My’s　場内は大盛り上がり

25 スペシャルゲスト大場悠平さん。本校を卒業した
大場さんの素敵な歌声に魅了されました

26 中夜祭 コーラの一気飲み対決　先生も参加しました
27

体育祭
部活対抗リレー　それぞれの部活の威信をかけて走ります

28 綱引き　筋骨隆々とした生徒の綱引きはインパクト大です
29 騎馬戦　熱い戦いが繰り広げられます

８月 30 アイスホッケー全国選抜大会　４年ぶり４回目の優勝です

９
月

31 PTAフロアカーリング　PTA・教員のチームで豪華景品を争いました
32 野球部秋季高校野球北海道大会初優勝
33 吹奏楽部　定期演奏会　拍手喝采です

10
月

34 野球部優勝報告会　神宮大会への抱負を語りました
35 芸術鑑賞　桂かい枝さんの上方落語を堪能
36

海外研修

マレーシアのホテルでのバイキングのようす
37 円卓で食事を楽しみました
38 現地の生徒とコミュニケーション
39 伝統衣装を身に纏ってみました

11
月

40 神宮大会　パブリックビューイング第50回明治神宮野球大会ベスト４を講堂で応援しました

41
進路
学習会

調理分野
帯広調理師専門学校の先生にお越しいただきました

42 自動車分野
最新のAI搭載の自動車にも試乗させてもらいました

12
月

43

スポカル

バスケットボール　ハイレベルなゲームです
44 バレーボール　力強いアタック
45 フットサル　みんな真剣です
46 大乱闘スマッシュブラザーズ　ゲーム対決も盛り上がります
47 オセロ　頭脳対決です
48 ジェンガ　ドキドキの瞬間です
49 フットサルでの好プレーを称え合います
50 男子バスケットボール部　ウインターカップ（全国選手権）出場

１
月

51 スピードスケート部男子　学校対抗　全国優勝　４連覇
52 アイスホッケー部　インターハイ　全国優勝　２年ぶり６度目
53 アイスホッケー全校応援　全員で声出しをして選手を励まします

２
月

54 カーリング実習（１年）　初心者でも楽しめると評判です

55 選抜旗授与式　新型コロナウイルスの影響で中止となりましたが、選手たちの挑戦の証です

56 予餞会　軽音楽同好会の演奏やカラオケ大会などで卒業生を楽しませます

３
月

57

卒業式

最後の呼称です
58 卒業証書授与のようす
59 最後のホームルームの１ページ
60 卒業生を胴上げで贈ります

今年度から
国内の修学旅行に

変更になっています。
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入試保護者説明会

体験入学・体験入部

オープンスクール＆クラブ体験

体育コース説明会

入試日程

路線バス情報
【十勝バス】28・29環状線 /白樺学園下車
【北海道拓殖バス】帯広の森線 /白樺学園下車

学校法人白樺学園
白樺学園高等学校
〒 082-0082
芽室町北伏古東 7 線 10 番 1

（帯広の森運動公園隣接地）

TEL 0155-62-7411
FAX 0155-62-7412
E-mail info@shirakaba.ac.jp
http://www.shirakaba.ac.jp

室
芽
至

至大空

通
栄

中島通
春駒通

新緑通

至国道38号線

陸上自衛隊
帯広駐屯地

MEGAドン・キホーテ西帯広店●

セブンイレブン●

帯広の森
運動公園

帯広の森
運動公園白樺学園高等学校

白樺学園高等学校奨学金制度運用基準
Ⅰ 給付の要件及び支給額

Ⅱ．給付の特例（両コース共通）

Ⅲ . 特殊事情（両コース共通）

種別 入学金支給額 入学準備金支給額

特A 150,000 円 100,000 円

特 B 75,000 円 50,000 円

特C 50,000 円 30,000 円

特D� 150,000 円 －

特 E 75,000 円 －

入試
区分 種別 要件

支給額

入学金 入学準備金

推薦

一種 内申ランクが「C」以上で、
意欲を持って勉学に励む者 150,000 円 100,000 円

二種 内申ランクが「E」以上で、
意欲を持って勉学に励む者 75,000 円 50,000 円

三種 内申ランクが「F」で、
意欲を持って勉学に励む者 50,000 円 30,000 円

一般 四種 内申ランクが「C」以上で、
意欲を持って勉学に励む者 75,000 円 50,000 円

入試
区分 種別 要件

支給額

入学金 入学準備金

推薦

一種 各種大会において一定の優
れた成績を残し、本校クラ
ブ顧問が将来性等を認めた
者で、意欲を持って文武両
道に励む者

150,000 円 100,000 円

二種 75,000 円 50,000 円

三種 50,000 円 30,000 円

一般 四種 内申ランクが「C」以上で、
意欲を持って文武両道に励む者 75,000 円 50,000 円

１．進学・教養コース

２．体育コース

※ただし、中体連所属部でない等、中学校側の取扱いによって推薦を受けられない場合は、
　「推薦」に準じた支給額とする。

災害被災や家庭の事情等により経済的に困窮し奨学金が必要と
される者は、申立書・所得課税証明書・状況報告書等の書面に
より申請し、理事長と校長が協議の上決定する。

以下の要件に合致する者に対して奨学金を支給する。

１. 本校教職員の子弟等が入学する場合の奨学金は、
　　次のとおりとする。（出願時申請）
　●入学金 75,000 円支給　●入学準備金 50,000 円支給

２. 本校在校生の弟妹が入学する場合の奨学金は、
　　次のとおりとする。（出願時申請）
　●入学金 75,000 円支給　●入学準備金 50,000 円支給

３. 芽室町在住者が入学する場合の奨学金は、
　　次のとおりとする。（申請不要）
　●Ⅰの奨学金対象者であって、
　　芽室町に住民票を有する場合は、
　　入学準備金に 10,000 円を上乗せして支給

４. １〜３までの奨学金は、理事長と校長が協議の上決定する。

8月27日（木）
保護者の方を対象とした説明会です。本人も参加可能です。
会場/白樺学園高等学校

9月5日（土）・9月12日（土）・
9月26日（土）・9月27日（日）

10月13日（火）
「白樺学園ってどんな勉強をしているのかな？体育コー
スってどんな練習をしているのかな？」と何か疑問があれ
ば、白樺学園のドアをノックしてみましょう。
会場/白樺学園高等学校

推薦入試　令和3年1月20日（水）
一般入試　令和3年2月16日（火）〜17日（水）

●オープンスクール＆クラブ体験及び体験入学・体験入部は、
中学校を通しての申し込みとなります。
●新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、
上記の日程が変更、中止になる可能性があります。

白樺学園ホームページをご参照ください。


