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白樺学園高等学校
詳しくはホームページでもご覧になれます

白樺学園

検索

http://www.shirakaba.ac.jp

進学・教養コース
最近の主な進路先

体育コース
最近の主な進路先

大学・短大

●北海道教育大学函館校●釧路公立大学●北海学園大学●北星学園大学
●札幌学院大●札幌大学●北海道工業大学●北見工業大学●旭川大学

●北海道情報大学●東海大学札幌キャンパス●金沢工業大学●北陸大学
●北星学園大学短期大学部●國學院大学北海道短期大学部

●帯広大谷短期大学●鶴見大学短期大学部●新渡戸文化短期大学

看護学校・他

●北海道医療センター付属札幌看護学校●帯広市医師会看護高等専修学校
●帯広高等技術専門学院●日本工学院北海道専門学校

●小樽歯科衛生士専門学校●北海道歯科衛生士専門学校

●青山建築デザイン・医療事務専門学校●北海道理容美容専門学校
●帯広調理師専門学校●帯広コア専門学校●釧路専門学校
●札幌商工会議所付属専門学校

就職

●陸上自衛隊●海上自衛隊●パナソニックデバイス帯広㈱
●トヨタ自動車北海道㈱●北海道旅客鉄道㈱●㈱明治●㈱星野リゾート・
トマム
●六花亭製菓㈱●㈱柳月●㈱クランベリー●㈱福原●㈱いちまる
●十勝葉山電器㈱●道東電機㈱●㈲協和ミート●㈱藤丸●㈱カネマツ
●㈱北海道畜産公社道東十勝工場●介護老人保健施設りらく
●㈱アルムシステム●㈱しらかば●
（社福）
慧誠会●
（社福）
清水旭山学園
●㈱北海道ライフサポート介護サービス大地のはな帯広●東陽製袋㈱
●吉村学社会保険労務士行政書士事務所●㈱極東警備保障●正木歯科診療室
●帯広電子㈱●オムニス林産協同組合●㈱北勝館●㈲道栄自動車工業
●大澤産工●ＵＴエイム㈱札幌オフィス●㈱エムデジ●㈱長原配送
●㈱ハイパーネット●㈱福寿草●㈱ベルコ帯広●山田機械工業㈱
●ユート運輸倉庫㈱●㈱ジョウ・ショウ●㈱山内組●㈱ロンド

●小樽商科大学●北海道教育大学釧路校●北海道教育大学函館校
●北海道教育大学岩見沢校●信州大学●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●苫小牧駒澤大学
●東海大学 札幌キャンパス●北海道文教大学●早稲田大学●立命館大学
●明治大学●中央大学●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●拓殖大学●北陸大学●日本体育大学
●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●つくば国際大学●明星大学●和光大学
●日本大学短期大学部●札幌国際大学短期大学部●帯広大谷短期大学

看護学校・他

月

村上

就職

●北海道警察●日高西部消防組合●陸上自衛隊●北海道旅客鉄道㈱
●ネッツトヨタ帯広㈱●㈱明治●㈱マルハニチロ北日本十勝工場
●㈱北海道畜産公社道東事業所十勝工場●㈲協和ミート●ヤマト運輸㈱
●六花亭製菓㈱●㈱柳月●㈱クランベリー●㈱福原●東北フリーブレイズ
●㈱サトウ●中札内村農業協同組合●中標津町農業協同組合
●標津漁業協同組合●介護老人保健施設りらく●
（社福）
清水旭山学園
●㈱延与牧場●㈱北防●㈱鉄建●㈱ノベルズ●釧路キャッスルホテル㈱
●洞爺聖ケ丘病院●東陽製袋㈱●西富産機㈱●㈱大平原観光ホテル
●㈲帯広配送

会場／とかちプラザ視聴覚室

日
（金）時間／19：00〜

保護者を対象とした説明会ですが、生徒本人の参加
も可能です。
＊本校クラブ顧問も多数参加し、資料も提供する予
定です。

内 容
平成28年度入学試験(推薦・一般)及び授業料・奨学
金､学校生活､部活動等に関する資料の提示と説明。

葵さん

進学コース
平成１８年度卒業
（帯広市立川西中学校）

私が在学していた頃は進学コースが一年目からあり、その第一期生として入学しま
した。白樺学園と言えばスポーツが出来る男の子が通う高校と言うイメージが強いと
思います。ですが、最近は女子生徒数も増え、また有名私立や国公立大学の合格者も
増え、勉学に励みやすい環境も整う共学校として人気です。
卒業した今だから思うのは、この学校の魅力は生徒思いの熱い先生が多いことだ

●北海道医療センター附属札幌看護学校●旭川市医師会看護専門学校
●北海道立紋別高等看護学院●帯広市医師会看護高等専修学校
●北見高等技術専門学院●帯広高等技術専門学院●北海道立漁業研修所
●日本工学院北海道専門学校●北海道ハイテクノロジー専門学校
●帯広コア専門学校●北海道理容美容専門学校●北海道歯科衛生士専門学校
●札幌青葉鍼灸柔整専門学校●日本航空専門学校●北海道体育大学校
●北海道メディカル・スポーツ専門学校●北海道千歳リハビリテーション学院

入試保護者説明会

声 Voice

国内航空会社客室乗務員

大学・短大

●札幌青葉鍼灸柔整専門学校●札幌科学技術専門学校●北海道情報専門学校
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先輩の

と思います。部活動や授業にはいつも熱心な指導がありました。理解できるまでとこ
とん教えてくれる先生ばかりなので、苦手な科目も得意になりました。英語の授業で
は国境を越えた交流が楽しい事を学び、大学では高校で出会った留学生に会いにア
メリカに行きました。
部活は全国レベルなので、活躍する仲間の応援もとても楽しかったです。私は男子
バスケットボール部のマネージャーとして勝利に向かって努力する選手達の姿を見て
きました。勉強との両立は大変でしたが、第一志望大学へ合格するまでの道のりでは
何度も選手達の努力を思いだし、力にしてきました。努力することの大切さを学んだ
からこそ、子どもの頃から憧れていた会社に就職する事ができたと思います。今では
お酒を片手にお互いの近況報告を楽しむ大事な仲間です。
是非、白樺学園でおしゃれな制服を着て、スポーツで汗をかき、夢を見つけ、楽しい
青春を送ってほしいです！残りの中学校生活も楽しく元気に過ごしてくださいね！
皆さんの応募お待ちしております！

参加申込は、この用紙に必要事項を記入し、この用紙のままFAXするか電話にて
直接教頭までご連絡ください。FAX 0155-62-7412 電話 0155-62-7411
申込〆切は８月27日（木）です。

所属中学校名
保 護 者 氏 名
（複数参加される場合は
連名でご記入ください）

生 徒

氏 名

入部希望クラブ

通信欄（ご不明な点やご質問等がございましたら、ご記入ください。

中学校
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クラブ活動紹介

学校訓

安全・安心

1・2・3

白樺学園独自の取組み

教育目標

安全・安心

確かな学力と豊かな心、強い体を持つ生徒の育成
社会の変化に対応し、逞しく生き抜く力を備えた生徒の育成
真の文武両道を目指す生徒の育成
明るく挨拶の出来る生徒の育成

1

教育相談室

本校では、教育相
談室を開設し、専
任 の 相 談 員を配
置して、
カウンセリ
ングや教育相談に
あたっています。

実践目標

全ての生徒に親切な教育、楽しく魅力ある学校生活を
実現する

サテライト教育

安全・安心

河合塾と提携したサテラ
イト教育を導入。進学希
望者を中心に活用。進路
の幅が広がる。

2

QUテスト

学校生活の充実度をはかり、問題の
早期発見に活用します。
安全・安心

トレーニングルーム
設備増設

指定クラブ以外のクラブも充実！

道東最大級の広さと各種
トレーニングに対応する充
実した設備。指定部の生徒
が毎日汗を流しています。

●水泳部 ●空手道部 ●バドミントン部 ●テニス部
●チアリーディング部 ●新聞局 ●ゲートボール部 ●吹奏楽部
●パソコン部 ●ユネスコ部 ●写真部 ●図書局 ●放送局

3

無料スクールバス
翔陽・四中・南町方面
一中・音更方面
芽室・芽室西・二中方面
※通年運行は一中・
音更方面のみ

白樺学園高等学校体験・説明会情報

入試保護者説明会
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保護者の方を対象とした説明会です。 会場/とかちプラザ

オープン
キャンパス
白樺学園ってどんな高校？と思っ

たら迷わずオープンキャンパスに
GO！ コース説明や校舎見学、体
育コース等のクラブ体験など白
樺学園の魅力を体験できる絶好
のチャンスです！

体験入学・体験入部

本人も参加可能です。

日
（金）

月

95

視聴覚室

13

27

・

オープンキャンパス

クラブ体験

（進学・教養コース） （体育コース＋他の部）

9：30〜10：00

受付
学校説明

10：00〜10：30
10：40〜11：10

コース説明

11：20〜12：10

校舎見学

12：10〜12：20

クラブ体験

アンケート

12：20

クラブ体験日程表

日（日） 第１回目/9月5日（土）

月 日（土）
日（日）
・
会場/白樺学園高等学校
タイム
スケジュール

時間/18：30〜20：00頃

終了（解散）

●野球部 ●男子バレー部 ●アイスホッケー部
●柔道部 ●ゲートボール部
●ソフトテニス同好会

第2回目/9月13日
（日）

月

〒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）

T E L 0155-62-7411
FAX 0155-62-7412
E-mail info@shirakaba.ac.jp
ジョイフィット●

中島通

●陸上競技部 ●バスケットボール部
●男子バレー部 ●チアリーディング部 ●柔道部
●ゲートボール部

<持ち物>筆記用具、上靴

※体験入部参加者は、
要項で
ご確認下さい。

「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。

※詳しくは0155-62-7411又は

E-mail

新緑通

MEGAドン・キホーテ西帯広店●

第３回目/9月27日
（日）

日
（水）会場/白樺学園高等学校

※オープンキャンパス及び体験入学・体験入部の参加費用は無料です。

白樺学園高等学校

●陸上競技部 ●男子バレー部 ●サッカー部
●スピードスケート部 ●柔道部
●ゲートボール部

※タイムスケジュール・持ち物等は、
変更となる場合があります。
詳しくは要項をご覧下さい。
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学校法人白樺学園

至
芽
室

春駒通

セブンイレブン●

帯
広
の
森
運
動
公
園

栄
通

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

kouhou@shirakaba.ac.jpまでお問い合わせ下さい。

