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本校を志す皆さんへ

校長

平井

弘幸

平成25年4月１日より、新校長に就任致し
ました、平井 弘幸です。
1958年
（昭和33年）
白樺学園帯広商業高
校 と し て 創 立、1965年
（昭和40年）
に普通
科を併設し、白樺学園高等学校に改称し 56
年目を迎えて 8,828 名の卒業生を社会に送
り出しています。
本校独自の個性の開発教育として普通科に
体育コースと進学教養コースを設置、体育
コースはスケート部、アイスホッケー部、陸
上競技部は全国高校総体で優勝、男子バレー
ボール部は北海道大会を制し、春の高校バ
レーと全国高校総体にも出場、バスケット
ボール部も北海道大会で優勝し全国高校総体
に出場しました。
野球部は平成18年と平成23年の二度、夏
の甲子園大会に出場、平成23年に甲子園初
勝利を上げました。サッカー部、女子バレー
ボール部も全国大会初出場を目指して練習に
励んでいます。
一方、進学・教養コースは七年目を迎え、
ほとんどの生徒が国公立大学を含め進学と就
職の夢を実現しています。
生徒の高い目標達成のために教職員は一丸
となって指導に携わっています。今後とも、
よろしくお願い申し上げます。

表紙、2ページの生徒
●中西
●手島

http://www.shirakaba.ac.jp/

●大泉

拓途/帯広市立南町中学校出身

学校訓
教育目標
●全ての生徒に親切な教育。
●楽しく魅力のある学校生活を実現する。
●総合的な実践を行う。

普通科
進学・教養コース

（1年次）

（1～3年次）
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萌/芽室中学校出身

●三田村哲平/帯広市立緑園中学校出身

体育コース
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沙彩/帯広市立西陵中学校出身

進学選択
（2・3年次）
教養選択

サテライト教育
河合塾と提携した形で、サテ

進路に合わせた
選択授業

コンピュータ授業
本校には 120 台以上のコンピュー

ライト教育を導入。大学入試

文理の選択授業や、習熟度別

タがあり、授業ではひとり１台ずつ

の新鮮な情報を提供。国公立

授業も展開中。質の高い教育

利用できます。i Mac は 41 台設置。

大学、有名私立大学への進学

を実践しています。

インターネットの活用に加え、映像
編集にも大活躍しています。

が広がっています。

生徒に親切な教育を目指して

白樺にしかない教育がある
生徒一人ひとりの可能性を引き出し、最大限に伸ばす教育を実践しています。

こんな仕事を希望する生徒は白樺へ！
●教員 ●アスリート ●介護士 ●製菓業 ●調理師

生徒の心を大切に 白樺学園教育相談室
『高１クライシス（危機）』という言葉をご存知

●旅行観光業 ●美容理容業 ●救急救命士

でしょうか。高校生活最初の時期、人間関係

●看護師 ●精神保健福祉士 ●鍼灸師

や学級の雰囲気に慣れない等が原因で、志半

●臨床工学技士 ●柔道整復師などの医療系

ばに学校生活を断念してしまうことを言いま

●幼稚園教諭 ●保育士 ●バイオテクノロジー

す。本校では、こうした生徒の悩みや不適応

● IT ●ペット関連 ●旅行業

への対応を目的に教育相談室を開設。専任の

他

国立大・有名私立大への進学も多数実現。有名企業
への就職も達成しています。詳しくは最終ページを
ご覧ください。

相談員を配備して、カウンセリングや教育相
談にあたっています。
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先輩からの
メッセージ

白樺で野球応援がしたい

３年後を支えてくれたもの

横山
秀美さん・六花亭製菓株式会社勤務

夢を実現させてくれた、白樺での３年間

Q 白樺に入ろうと思ったのはなぜですか？ Q 就職先はどのように決めたのですか？
部活で全道大会に出場できたこともあり、
中学の時に「野球が強い所で、何度も
A 応援したい！」と思っていて、甲子園 A 先生の「吹奏楽を続けられるところに就
出場経験もある白樺学園に入学を決めまし
た。実際、２年の夏には甲子園で野球応援
できました。本当に貴重な、良い思い出に

職できたらいいね」というアドバイスで、六花
亭の就職試験を受験することにしました。当日
の就職試験の日まで、先生方は本当によく指導

なりました。

して下さって、試験当日は安心して望むことが

音楽を「楽しむ」ことで叶った夢

たからこそだと感謝しています。

Q 部活動で思い出に残っていることは
何ですか？

可能性を引き出す出会い

できました。これも多くの先生方の支えがあっ

３年の時に、管内の音楽コンクールで金

A 賞を受賞し、夢の舞台 Kitara( 全道大会 )

で演奏できたことです。私達の目標は「賞を取

ること」ではなく、
「お客様にどれだけ楽しん
で頂けるか、自分たちが演奏をどれだけ楽しめ
るか」だったんです。だから、本当に驚きまし
た。同時に、「楽しむ」ことの大切さを改めて

Q 受験を控えた中学生たちへメッセージを
皆さんには、
「白樺にはすてきな出会いが
A あるよ。友達だけではなく、自分を支え

てくれ、成長させてくれる先生方にも出会える
よ」ということを伝えたいです。

実感しました。

横山
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平成6年生まれ
帯広第一中学校卒業
平成24年度卒業
部活動/吹奏楽部
六花亭製菓株式会社勤務
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秀美さん

自分で決めた白樺入学

ホッケーで学んだ、
何でも一生懸命やることの大切さ

は「帯広のビッグレッドマシーン」※と呼ばれ

ていて、テレビでも取り上げられていたので、
そこで大好きなホッケーを続けられると思った
ときは、本当にうれしかったです。

りたい」という夢を実現する力にもなりました。

だけに、後悔や言い訳は絶対したくなかった。
だから、練習中は一生懸命努力しました。その
結果、３年生になってからは試合に出られるよ
うになりました。

Q これから受験を迎える中学生に何か一言
まずは、夢と希望で高校を選んで欲しいです。
A そして、それだけでなく、自分の夢・希望の
ために、それには関係ないように思えることにも、
一生懸命取り組んで欲しいですね。いつも一生懸
命な人こそがスポーツでも活躍でき、夢も叶えら
れる。それを白樺での３年間で学んだので。
髙橋

健佑さん

昭和61年生まれ
幕別町立幕別中学校卒業
平成16年度卒業後、日本大学へ入学
部活動/アイスホッケー部
帯広市立南町中学校勤務（体育科教諭）

※当時の世界の強豪チームと同じ、赤いユニフォームだったことから
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髙橋 健佑 さん・帯広市立南町中学校勤務（体育科教諭）

Q 入学後に苦労したことは、何ですか？
高校１年、２年と試合には出られなかっ
A たことですね。でも、自分で決めた進路

http://www.shirakaba.ac.jp/

だ」ということですね。この経験が「教員にな

夢と希望のために、すべて一生懸命やる

部活動での試練、
でも後悔はしたくない
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る。だから何でも一生懸命やることが大切なん

すべてに一生懸命、それが希望の道をひらく

Q 白樺に入学を決めたきっかけは何ですか
アイスホッケーで帯広選抜に入ったこと
Q ホッケーを通して学んだことは何ですか？
A もあり、コーチに「白樺はどうだ」と勧
「何でも一生懸命やることで、困難を乗り越
められたことですね。当時、白樺のホッケー部
A える力がつく。それが試合中の自分を支え

先輩からの
メッセージ

「夢」に向かってまっすぐに。

進学・教養コース

役立つ科目で学んでいく充実のカリキュラム！
センター試験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。

SHIRAKABA
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個性と進路に完全対応。進学・教養コース3年間のイメージ

１年次

バランスの取れた
充実のカリキュラム！

2年次

進学と就職、
進路に
応じた選択制を開始！

それぞれの進路の 専門学校
実現に向けて挑戦！ 専修学校

進学選択

共通科目履修

進学選択

進学・教養コースの１年次は、共通科
目を履修。全てにおいてバランスの
取れたカリキュラムと指導を実践。
２年次以降の基礎となる一般教養を
幅広く、確実に修得します。選択科
目 は 簿 記 と 英語（ステップアウト・イ
ングリッシュ）を設定。

センター試験に対応したカリキュラ
ムです。新カリキュラムでは、国立
理系への配慮も行いました。

取得可能な主な資格

3年次

大学
短期大学

就職

選択授業で、それぞれの希望進路を叶
えます。個別学習、実際の大学での勉
強合宿など、進学を全力で応援します。

教養選択

教養選択
各種専門学校への進学や、ビジネス
実務の授業等、就職に有利な資格取
得に力点を置いています。

就職試験突破に向けて、きめ細かい
進路指導が行われます。2012 年度
進路決定率 97％以上。（2011 年度
まで 3 年連続 100％）

●情報処理検定 ●漢字検定 ●英語検定 ●ビジネス文書検定
●日本語検定 ●簿記検定 ●危険物取扱者 他
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※進学・進路実績の詳細につきましては、
最終ページをご覧ください。

進学・教養コース独自の授業・指導内容

就職ガイダンス・就職対策

個性に合わせた
カリキュラム

就職希望者向けのガイダンスも実施。
履歴書や面接対策講座では、きめ細か

センター試験対応のカリキュラムを設定。
国公立・理系進学ももちろん可能。一人
ひとりの進路「夢」に合わせたカリキュ
ラムとなっています。

３年後を見すえた
選択授業
１年次から選択授業を展開。簿記と英
語（ステップアウト・イングリッシュ）
等、自分の進路に合わせた授業を選べ
ます。英語では、習熟度別授業を展開。
苦手意識をなくし、実際に使える英語
力の育成を目指しています。

各種講習会で
夢に向けて進む
１年次から参加できる講習会を実施。
夏休み・冬休みはもちろん、放課後も
実施。国公立・私立大学、看護学校、
公務員等、それぞれに対策講座を用意
し、進路「夢」の実現を応援します。
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く、そして最後まで、進路「夢」実現
のためにバックアップしていきます。

帯広畜産大学との連携講座
地元帯広畜産大学と連携し、特別講
座を展開しています。大学生の方々
と一緒にフィールドワークに出かけ、
身近な環境を調査するなど、専門性の
高い、体験型の授業となっています。

実学夢講座
専門学校等の先生を講師に、様々な専門分野の
中から一人ひとりの希望に合わせたコースを選
択し、講義と実習を行います。
「夢」を「実際に
役立つ学び」で確認し、夢の実現に役立てます。

積極的な資格取得への挑戦
進学、就職に役立つ資格取得も応援。
資格取得のための授業も展開。
●漢字検定●英語検定
●ビジネス文書検定
●簿記検定●情報処理検定●日本語検定

生徒総会・遠足
・宿泊研修（1年生）

６月

高体連集約大会・英語検定
・漢字検定

７月

ベスト

入学式・対面式
・クラブ紹介

５月

カーディガン

４月

白樺祭
・ビジネス文書検定

８月

夏期講習・面接指導（3年生）
・漢字検定

９月

キャンパスカレンダー・白樺学園の１年

白樺学園制服紹介

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。

理科野外実習・スポフェス
・実学夢講座

月

１０ 芸術鑑賞・修学旅行（2年生）
・漢字検定・英語検定

月

11 社会科フィールドワーク・
簿記検定・日本語検定

フェスティバル

冬期講習・英語検定
・スキー・スノーボード授業

女子通常
ブレザー

２月

男子通常
ブレザー

月 １月

12 スポーツ＆カルチャー

予餞会

ポロシャツ
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３月

ジャージ

学年によって
色が異なります

卒業式・
学年末考査

光る汗は「努力」
の結晶。

Baseball
Ice hockey

Speed skating

Athletics
Basketball

Soccer

Volleyball

体育コース
思う存分スポーツ三昧！文武両道の３年間！

SHIRAKABA
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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
念できる正に「文武両道」
。
体育コースは、
8つの指定クラブで構成され、
体育コース生はそのいずれかに所属することが義務づけられています。
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Volleyball

週３回の専攻体育授業で専門性をみがく。

★
帰宅

３時間目

４時間目

お昼休み

専攻体育授業

５時間目

6時間目

６時間目終了から
そのまま部活動へ

専攻体育授業
がある日の
スケジュール

起床・朝食
登校

２時間目

部活

体育コース

１時間目

週３時間、火曜・水曜・金曜
の６時間目の専攻体育の授業
で、各 競 技 の 専 門 性 をみが
き、クラブの強化を図るとと
もに、将来の指導者を育成！

★

この表は週３回、体育コースの「専攻体育」がある
１日を表したものです。

指定クラブ一覧
●野球部
●アイスホッケー部
●スピードスケート部
●陸上競技部
●バスケットボール部

充実のトレーニングルームが
さらに設備増設！
体育コースが誕生した当初から、高校教育
の場としては充実しすぎていたトレーニン
グルームがさらにパワーアップ。本校生徒
なら誰でも使用可能。

●サッカー部
●男子バレーボール部
●女子バレーボール部
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大会・遠征時は学校のバスを利用。
安心・安全な部活動を。
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。運転手はもちろん専門のスタッ
フが担当。安心・安全な活動を約束します。さらに平
成 24 年度に１台が加わり、5 台体制となりました。

能戸 若菜/
幕別町立札内東中学校出身

チーム一丸となって、
めざせ！3回目の
甲子園出場
奥山

天太/帯広市立緑園中学校出身

十勝支部高体連9連覇
全道チャンピオン毎年輩出！
全国大会常連校（19年連続）

２年連続の全国優勝、
V4への挑戦
池田

脩真/音更町立下音更中学校出身

類家
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大樹/帯広第五中学校出身

陸上競技部

スピ
ー
ド
ス
ケ
ー
ト部

ー部
アイスホッケ

野球部

羽ばたけ世界へ
全国制覇

目指せ！復活！
全道ベスト４の実力！
初の全国出場へ挑戦！
大竹

和希/帯広市立緑園中学校出身

佐藤 陸善/
音更町立緑南中学校出身
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女子
バ
レ
ー
ボ
ー
ル部

中川健太朗/帯広第一中学校出身

男子バレーボール部

サッカー部

ール部
バスケットボ
平成23年
インターハイ初出場
２回目の全国を目指す

日々厳しい練習で、
全道大会上位進出
を目指す
宇佐見奈々子/
士幌町中央中学校出身

高校３年間を完全燃焼！

空手道部

バドミントン部

水泳部

楽しく練習。技術の
向上も目指します。
全 力 全 泳！ 全
国出場
を目指します
！

髙道 雅大
芽室中学校出身

十勝地区、全種目優勝！全道大
会入賞を目指し頑張っています。

大谷 優斗
帯広第一中学
校

赤間 竜弥
帯広市立緑園中学校出身

出身

吹奏楽部

お客 様に 喜ん でい ただ
ける 音楽 を作 って いこ
う と 努 力 し て い ま す。
。
一緒に頑張りましょう

体育系・文化系

金賀 雄真
身
帯広市立緑園中学校出

パソコン部
ゴルフ部

クラブ活動紹介

テニス部
楽しく練習し
ています。
目指すは大会
出場。

チアリーディング部

中山 加菜
帯広第八中学
校

山下 茄那
帯広第二中学校出身

出身

（指定部以外）

野球 応援 と大 会出 場に
むけ て、 元気 いっ ぱい
。
笑顔で頑張っています
横内 美香
帯広第一中学校出身

楽し みな がら 技術
向 上。 み ん な で 毎
日練習しています。

芽室町の社会福祉協議会
等と連携し、お祭りのボ
ランティアや多くのイベ
ントに参加します。JICA
の国際交流イベントや留
学生との交流、世界の料
理などの試食も行ないま
す。福祉や国際協力など
に力を入れて頑張ってい
ます。

卒業記念やクラブを応援するスライド制作、映
像編集、ビジネス文書検定、インターネットの
活用等々を通して、日々楽しく活動しています。

観野 育磨
身
帯広市立西陵中学校出
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鈴木 暁祝
芽室西中学校出身

放送局
新聞局

学校新聞を発行しま
す。芽室町広報誌に記
事を掲載。

学校行事などの補助・記
録活動とお昼の校内放送
等に取り組んでいます。
苅谷 凌介
帯広市立緑園中学校出身

佐藤 優成
帯広第一中学校出

書道部

動
昼休みや放課後に活
実
も充
ース
中。自習スペ
しています。
山川 陽菜
身
帯広市立大空中学校出

スクールバス・入学までの流れ

放送・図書・新聞については生徒会の外局として
位置づけています。

無料のスクールバス運行

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。白樺学園高校では通
学用のスクールバスを無料運行しています。
芽室・二中方面、音更方面、四中・南町方面
など現在３方向で運行中です。
※スクールバスの運行ルート等の詳細は、
ホームページをご覧ください。

図書局

2013

写真部
ユネスコ部

2014
全道大会への参加や各種書
道展での入賞を目指して頑
張っています。部員みんな
で大作に臨みたいと思って
います。
小野寺 美咲
帯広市立西陵中学校出身

子や学校行事の撮
各種運動部の活躍の様
てい ます。昨 年度
影、 写真 展に も参 加し
金賞 受賞。全 道大
春季 高文 連写 真展 で、
た。
まし
会でも入選し
出身

町中学校
加藤 莉世/帯広市立南

15

9月

オープンキャンパス

10月中旬

体験入学・体験入部

１1月下旬

入試要項配布

1月中旬

推薦入試

2月中旬

一般入試

3月中旬

合格発表

3月末
4月

新入生ガイダンス
入学式

卒業生進 路 実 績
5

【進学】道内大学
●北海学園大学●北星学園大学
●札幌学院大学●酪農学園大学
●札幌大学●札幌国際大学●道都大学
●北翔大学●北海道工業大学●旭川大学
●北海道情報大学●苫小牧駒澤大学
●函館大学
【進学】道外大学
●立命館大学●明治大学●関西大学
●関西学院大学●法政大学●立教大学
●日本大学●順天堂大学●東洋大学
●駒澤大学●専修大学●立正大学
●東海大学●大東文化大学●国士舘大学
●拓殖大学●北陸大学●金沢工業大学
●八戸工業大学●日本体育大学
●東京女子体育大学●山梨学院大学
●桜美林大学●浜松大学●大谷大学
●国際武道大学●城西国際大学
【進学】短期大学
●北星学園大学短期大学部
●帯広大谷短期大学●北翔大学短期大学部
●國學院大學北海道短期大学部
●札幌国際大学短期大学部
●釧路短期大学●日本大学短期大学部
●新渡戸文化短期大学●鶴見大学短期大学部

【進学】道外専門学校
●トヨタ東京自動車大学校
●エコール辻東京
●日本ホテルスクール専門学校
●国際観光専門学校
●JAPANサッカーカレッジ
●大原スポーツ＆メディカル専門学校
●ESPミュージカルアカデミー
●ジャパンサッカーカレッジ新潟
●神戸ロイヤルグルーミング学院
●了徳寺学園リハビリ専門学校
●日本ナレーション演技研究所

【就職】十勝管内
●六花亭製菓（株）●（株）柳月
●（株）クランベリー●（株）マテック
●パナソニックデバイス帯広（株）
●十勝葉山電器（株）
●（株）マルハニチロ北日本十勝工場
●（株）明治本別工場●（株）イズヤパン

【就職】公務員
●北海道警察●警視庁●海上自衛隊
●陸上自衛隊
【就職】道内
●王子製紙（株）苫小牧工場
●新日鐵住金（株）室蘭製鐵所
●トヨタ自動車北海道（株）●（株）太陽グループ
●（株）星野リゾート（トマム）●（有）井端板金
●えりも漁業協同組合●（株）大江本家
●（株）札幌パリ●釧路キャッスルホテル（株）
●標津漁業協同組合●（福）幸清会●滝澤水産（有）
●竹田牧場●中標津町農業協同組合
●羽田野農産●JR北海道
【就職】道外
●（株）ダイチ●日本電産サンキョー（株）
※記載された進学・就職実績は一部です。

奨学金制度

部活動情報

カリキュラム
詳しい情報はホームページへ
今すぐ
クリック！

白樺学園
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）

TEL0155-62-7411
FAX 0155-62-7412

E-mail info@shirakaba.ac.jp
至国道38号線
MEGAドン・キホーテ西帯広店●

新緑通

ジョイフィット●

春駒通

中島通
セブンイレブン●

栄通

【進学】看護学校、高技専、他
●帯広市医師会看護高等専修学校
●北海道医療センター付属札幌看護学校
●北海道立紋別高等看護学院
●帯広高等技術専門学院
●北海道立漁業研修所

●（株）ダスキン（ミスタードーナツ）●（株）江戸屋
●オビヒロフーズ（株）●佐々木畜産（株）
●（株）北海道畜産公社道東事業所
●（有）協和ミート●ヤマト運輸（株）
●（株）長原配送●（株）クリエート物流
●（株）帯広荷役●中札内村農業協同組合
●十勝21世紀（株）●（株）ノベルス
●高野牧場●（株）福原●（株）いちまる
●ホーマック（株）●（株）ドン・キホーテ
●（株）藤丸●（株）ベルコ帯広●（株）第一ホテル
●（株）大平原観光ホテル
●（株）クラシック（白樺カントリークラブ）
●（株）サトウ●オムニス林産協同組合
●（株）カネマツ●（株）アルムシステム
●（福）光寿会●（株）しらかば
●介護老人保健施設 りらく●（福）慧誠会
●（福）清水旭山学園●（株）北勝館
●いしかわ耳鼻咽喉科クリニック
●十勝の杜病院●十勝脳神経外科●朴澤歯科
●吉村学社会保険労務士・行政書士事務所
●FRPウチヤマ（株）●（株）NKインターナショナル
●（株）エムデジ●（株）ジョウ・ショウ
●（株）タイセー●（株）北防●極東警備保障（株）
●磯部鉄建（株）●（株）山内組●（株）エルバ北海道
●大澤産工●東陽製袋（株）
●美容室ジャングル・ジャップ
●美容室こもり●美容室ラディッシュ
●（株）しまむら（アベイル）●（株）ロンド
●（有）スポーツプラス●ガチャピン
●（株）エイムカンパニー●（有）ときわ
●リフレクソロジーサロンティトリー

帯広の森運動公園

【進学】道内専門学校
●北海道ハイテクノロジー専門学校
●北海道エココミュニケーション専門学校
●北海道環境福祉専門学校
●北海道歯科衛生士専門学校
●北海道自動車整備大学校
●北海道情報専門学校
●北海道造形デザイン専門学校
●北海道体育大学校
●北海道千歳リハビリテーション学院
●北海道中央調理専門学校
●北海道調理師専門学校
●北海道ドレスメーカー学院
●北海道日本工学院専門学校
●北海道美容専門学校
●北海道文化服装専門学校
●北海道リハビリテーション大学校
●北海道理容美容専門学校

●札幌青葉鍼灸柔整専門学校
●札幌科学技術専門学校
●札幌観光ブライダル・製菓専門学校
●札幌工科専門学校
●札幌商工会議所付属専門学校
●札幌情報未来専門学校
●札幌ビューティーアート専門学校
●札幌ベルエポック製菓調理専門学校
●札幌理工学院
●池見札幌歯科衛生士専門学校
●こどもcom.専門学校
●音楽学校MI JAPAN
●青山工学・医療専門学校
●大原医療福祉専門学校
●大原法律公務員専門学校
●小樽歯科衛生士専門学校
●帯広コア専門学校●帯広調理師専門学校
●経専音楽放送芸術専門学校
●経専調理製菓専門学校●釧路専門学校
●日本航空専門学校●日本福祉学院
●日本福祉リハビリテーション学院
●光塩学園調理製菓専門学校
●吉田学園医療歯科専門学校●ニチイ学館

至芽室

●進学最近 年・就職最近 年分の実績です。
●国立大学の北海道教育大学に７年連続で合格者が出ています。
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【進学】国公立大学
●北海道教育大学(岩見沢・函館・釧路)
●小樽商科大学●釧路公立大学
●公立はこだて未来大学●信州大学

陸上自衛隊
帯広駐屯地

帯広の森

白樺学園高等学校
至大空

