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地の塩  世の光
〈全人的教育〉

1．カトリックの精神に基づいた人間教育を行う

2．一人ひとりを尊重し、人間の全領域にわたる質の高い教育を行う

3．愛と尊敬、対話と協力のもとに、家庭の精神の中で教育を行う

4．人々に奉仕し、正義と平和のために働く人材を育成する教育を行う

5．時代の変化に適応し、世界を変革する人材を育成する教育を行う

キリスト教の理念に基づいて

一人ひとりの個性を尊重し

人間の全領域にわたる教育を行う
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徳 育 は 知 育 に 勝 る
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　今年も制限された形ではありましたが、保護者の見守る中、無事に
入学式を終えることができました。中学1年生に75名、高校1年生に
383名の生徒を迎えて、令和４年度が始まりました。この生徒たちが充
実した学園生活をおくることができるように、わたしたち教職員は努めて
いかなければなりません。身の引き締まる思いです。　
　さて、人類と新型コロナウイルスとの戦いは3年目に入っています。各
国がワクチン開発や治療薬の発見に全力を傾けてきましたが、ウイルス
自体も変異を重ねながら生き延びようと必死に挑んでいるように見えます。
これまでの2年間、ワクチンや薬を手に入れた国々は、それらを当然
ながら先ず自国民のために優先的に使用してきました。その一方で、
発展途上国には必要な数のワクチンや治療薬が行き渡らず、医療従
事者も不足していて、多くの命が助けられない状態もありました。そんな
中、人や物の交流によってどこかの国に発生した変異株が、一時期は
感染拡大を抑え込んでいたように見えた先進国に伝播していくといっ
た状況も見られました。
　新型コロナウイルス感染症による世界中の混乱に拍車をかけるよう
に、2月末にロシア軍によるウクライナへの侵攻によって始まった戦争
は、日本を含む世界の多くの国々に影響を及ぼし続けています。核兵

器使用への心配もありますが、燃料や穀物を始めとして、品不足と物
価の値上がりは、多くの国に深刻なダメージを与えています。
　この地球は広いように見えても、他の人や国から切り離されて、ある
いは自分たち以外のものを無視して、自分たちだけの平和や幸せを享
受することなど、現代世界においてはほとんど不可能なのだとあらため
て実感させられます。新型コロナウイルス感染症拡大が速やかに終息
し、ウクライナでの戦争も即刻終結し平和が実現しますように、また、光
星学園で学ぶ生徒たちが、自他を大切にし、「地の塩」「世の光」とし
て、世界平和と隣人の幸せのために貢献できる人間に成長していけま
すように、心からお祈りします。

学校法人 札幌光星学園 理事長

山﨑  政利

　2年以上に及ぶ新型コロナウイルス感染症との戦いは、我々に多く
の犠牲を負わせました。と同時にポストコロナの正しい世界観につい
て、多くの人が模索するようになりましたが、その答えとして「利他」という
考え方が一つのキーワードになると感じます。「利他」とは、「他人に利
益となるように図ること。自分のことよりも他人の幸福を願うこと。」という
意味です。コロナの前から、情報社会の進展に伴い、インターネットや
ＳＮＳなどの影響が急速に拡散する一方、社会全体で血の通った
会話が成立しにくくなったと言われ、情報が少なかった時代よりも明るい
未来を展望させることが難しくなったとも言われています。自分さえよけ
ればいいという「利己」が幅を利かせる風潮によって、「格差社会」、
「勝ち組・負け組」などに象徴されるような弱肉強食が黙認される世界
観による失望や閉塞感が、我々の心の中に蔓延しているように感じま
す。そんな中、今般のコロナ禍が「利己的世界観」への傾斜にブレー
キを踏むようになった。感染防止を施さなければ、いつ自分が罹患して
もおかしくない。罹患してしまうと、特効薬がない中では「死」を覚悟しな
ければならないという「利己」の立場から、自分に「死」の危険がなかっ
たとしても自分の感染によって大切な人の「命」が奪われるかもしれな
い。大切な人の延長に世界中の人々がつながっている。そのために徹
底した予防策をとる姿勢に転じた瞬間に、「利他」の立場へと変身す

るのです。この動きは、エッセンシャルワーカーの方 を々リスペクトし、彼ら
のはたらきに感謝するという「利他的世界観」の萌芽も感じさせてくれ
ました。20世紀末以降のグローバル化が、世界の「連帯性」を脆弱化
していくことへの躊躇は、コロナ禍を通し、良識ある人 を々「利他」という
考え方へと向かわせ、ほんの僅かですが人類の明るい未来を期待さ
せてくれます。
　創立から90年近くの間、本校がカトリックミッションスクールとして大
切に伝えてきた「他者のために自らを尽くすことができる人材の育成」と
いう教育方針は、「利他」の追及であり、不透明な未来をたくましく生き
るための大きな力になるはずです。

学校法人 札幌光星学園
札幌光星中学校 校長

札幌光星高等学校 校長

駒井  健一郎
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【B a s e】 【A p p l i c a t i o n】 【P r a c t i c e】
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体系的かつ効率的な学習で進路を実現する6年間

●高校から入学する生徒と同じホームルームになることはありません。また、カリキュラムも異なります。●授業進度は国・数・英を基準にしており、教科によって違いがあります。 

2年生終了から3年生の間に中学の教科書内容を終え、
高校の学習内容への準備をしていきます。

3年生から高校の教科書内容に触れはじめ、
5年生からの大学入試対策に備えます。

系統別カリキュラムで、
第一志望大学への進学実現を目指します。

基
礎
力

応
用
力

実
践
力

発達に応じた3つの学習ステージで、段階を踏みながら学力と思考力を育成します。

基礎学力の養成を徹底し
自学自習を習慣化する指導で
学力の確かな土台を築きます。

目標や課題と向き合いながら
習熟度別授業と先取り学習を取り入れ

学力の充実を図ります。

進路別のクラスに再編制し
演習中心の実践的な授業で
希望進路の達成を目指します。

1 2年生

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

3 4年生 5 6年生

ク
ラ
ス
替
え

ク
ラ
ス
替
え

ク
ラ
ス
替
え

系
統
の
選
択

ク
ラ
ス
再
編
制

A組

B組

C組

A組

B組

C組

A組

B組

C組

A組
文系

理系
B組

C組

国公立文系

国公立理系

私立文系

私立理系

6 YEARS OF
LEARNING
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放課後の時間は、主に国語、数学、英語の3教科の学習をします。また、状況
に応じて社会や理科の学習も取り入れ、幅広い学習サポートをしています。
この時間では授業で学んだことをより深く理解できるようになるための様々
な取り組みがあり、教え合い、学び合いながら主体的に学ぶ姿勢を育み、学
習へのモチベーションを高めます。

1・2年生で習得した基礎学
力をベースに、3年生からは
応用力を身につけ、目標を意
識しながら効率的な学習を
展開します。例えば数学と英
語は3年生から高校の内容
も扱い、習熟度別での授業
を取り入れ苦手を克服し、実
力アップを図ります。

850分一週間で
（3年生／標準時間550分）

■主要5教科の授業時間数［1週間あたり］※国語・社会・理科・英語はルクスの授業時間を含めています。

1年生

2年生

3年生

学習プログラムとサポート体制
基礎学力を定着させながら、発展的、応用的な内容へと進める、

6ヵ年ならではの系統的なカリキュラムが特徴です。

主要5教科は学習指導要領の標準よりも多くの授業を設け、

きめ細やかな指導で実力アップをサポートしています。

LEARNING
PROGRAM

これまでに普段の授業で学習した内容を復習し、
3年生からは大学入試レベルまで踏み込んだ講習
を行います。年次ごとに段階を踏んでステップアップ
し、確実に実践力を高めていきます。

夏期・冬期講習

放課後
の学習

LEARNING SUPPORT

例えば…国語・数学・英語の１週間の授業時間

国語 社会数学 理科英語
5コマ 5コマ 6コマ 4コマ 5コマ

国語 社会数学 理科英語
5コマ

国語
5コマ

5コマ 6コマ

数学
6コマ

英語
6コマ

4コマ 5コマ

社会
5コマ

理科
5コマ

50分
授業

コマ17
［国5・数6・英6］

1 2 3年生中学校
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1人1台のタブレットを所有し、授業や講習で様々に
活用しています。学習の幅が広がり、今までとは違
う学習体験を積み重ねていきます。

ICT機器を
活用した学習

LEARNING SUPPORT

学年ごとに希望者を対象とする多彩な講習を組み、各自の理解度や目標に
合わせて、講習を選ぶことができます。放課後の講習は1年を通して定期的
に開講され、もちろん受講料はかかりません。また、各教科の教員は放課
後の講習以外にも個別の質問に対応し、一人ひとりの実力アップを支えて
います。

放課後
の学習

■2022年度 札幌光星高等学校教育課程表

4年生
現代の
国語 数学Ⅰ 数学A 体育 保健化学基礎 地学基礎

生物基礎
物理基礎

英語
コミュニケーション Ⅰ 論理・表現 Ⅰ

2 222 2 21 1 17 3 4

宗教言語文化 LHR
総合的な
探究の
時間

歴史総合

132

音楽 Ⅰ

美術 Ⅰ
書道 Ⅰ

5年生
文系

5年生
理系

6年生
文系

6年生
理系

論理国語 古典探究 数学 Ⅱ 体育 保健理科演習論理・表現 Ⅱ

2 232 2 21 1 15 3 3

宗教 LHR
総合的な
探究の
時間

地理総合 公共
世界史探究
日本史探究

143

家庭基礎

論理国語 体育生物基礎

文章表現

化学基礎
地学基礎
FP

数学B 数学C 政治経済

英語演習
世界史演習
日本史演習 時事研究
数学 Ⅰ A

英語
コミュニケーション Ⅱ

9 4 23 1 13 3 3

宗教古典探究

文系必修科目 文系選択科目① 文系選択科目② 共通科目

LHR
総合的な
探究の
時間

133

情報 Ⅰ

英語
コミュニケーション Ⅱ

論理国語 古典 数学 Ⅱ 数学B 体育 保健化学論理・表現 Ⅱ

英語表現演習
世界史探究

日本史探究

総合数学
体育論理国語

古典

FP

地理探究
政治経済

数学演習 英語演習
英語

コミュニケーション Ⅱ

4 4 23 1 13 3 5

宗教
数学 Ⅲ 数学C

化学

理系必修科目 理系選択科目① 理系選択科目② 共通科目

LHR
総合的な
探究の
時間

16

情報 Ⅰ英語表現演習
生物

物理

2 43 2 21 1 133 2

宗教 LHR
総合的な
探究の
時間

地理総合 公共

14 22 2

家庭基礎英語
コミュニケーション Ⅱ

生物
物理

3

4 5 6年生高 校
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◎なぜ？どうして？を発見する 
例えばこのような授業を行います

全ての学びの基本となる日本語力を養うため、「話す、
書く、聞く、読む」力を高めます。日本の文学・文化に
も触れていきます。

ルクス国語

光星国際教育プログラム

※内容については変更になることがございます。

※内容については変更になることがございます。

英語というツールを用いて、世界的な視野で物事をとらえ、世界各国
の学生とともに学び、世界の様々な文化・習慣の多様性を理解するこ
とを目的としたプログラムです。

本校では希望者を対象に2つの海外研修を用意しています。文化圏の
異なる2つの地域から、自分の興味関心に合わせて選ぶことができま
す。語学力を磨くことはもちろん、様々なアクティビティを通して得た
経験と感動は、一生忘れられない思い出となるでしょう。

海外語学研修［オーストラリア / イギリス］

ルクスプログラムが目指す「社会で活かせる真の学び」の集大成
です。ロンドンやローマなどを巡り、カトリック校の宗教教育の原
点といえるヴァチカン市国や姉妹校の「サンタ・マリア学園」を訪
問します。そこに息づく歴史や文化に触れて異文化を体験し、国
際交流を通じて実践的な英語力を身につけながら、国際感覚を育
みます。

ヨーロッパ研修旅行 海外研修［3年］

学びの本質は、知る喜びや学ぶ楽しさを実感し、その知識を社会で活かす力を身につけること。
札幌光星では、国語、社会、理科、英語で通常の授業以外に週1時間ずつ独自の学習プログラムを導入し、

探究心と思考力を養いながら「真の学力」の習得を目指しています。

＊ルクス【LUX】とはラテン語で「光」のこと

L U X  P R O G R A M

～小説を深く読む～

◎ディベートに挑戦
～テーマと立場をもとに、討論大会～

◎JICA札幌センター訪問
◎地方検察庁訪問、模擬裁判
◎開発途上国への支援のあり方を
　考えるフェアトレード学習

例えばこのような授業を行います

教科書では学びきれない世の中の「今」をテーマに、
身近な社会のことから国際社会の現状まで扱い、広
い視野で社会を見る活動を行っています。

ルクス社会

例えばこのような授業を行います

会話やアクティビティなどを通して「使える英語」を身
につけます。英語を自分の言葉で話し、書くことで思
いを表現し、相手の考えを聞いて理解する力の向上に
つながります。

冬のニセコでの宿泊、英語漬けの生活をします。日中は
ゲレンデで外国人インストラクターに英語だけでスキー
の指導を受けます。

実際にニセコを流れる尻別川へ行き、そこに生息する水
生生物の観察や川の水質調査をパックテストで行い、現
地調査を通して環境について学びます。

ルクスイングリッシュ

◎イングリッシュキャンプ
◎モデルロケット体験学習 ◎地学巡検
例えばこのような授業を行います

「なぜ？」という問いを大切に、フィールドワークを通
して、身のまわりにある環境や物質などについて学び
を深め、客観的・論理的な思考を養います。

ルクスサイエンス

internat iona l understand ing educat ion

U.K. JAPANJAPAN ITALY VATICAN
CITY

Empowerment Program

◎水質調査
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①ルクスサイエンス モデルロケット体験学習…赤平市で宇宙開発に取り組む植松電機で、モデルロケットを作成し、打ち上げます。失敗を恐れず挑戦することの大切さを学びます。 ②ルクスサイエンス 地学巡検…アンモナイトや
植物の化石を探し地層を観察することで、北海道の成り立ちをフィールドワークから学びます。 ③ルクス国語 百人一首 ④ヨーロッパ研修旅行

1

2

3

4





5 6年生
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OB’s message

卒業生からのメッセージ

※昨年度の内容です。

★大型連休・夏休み・冬休みには学期間講習
に加えて、6年生のための学校開放や特別講習
を実施。★12月から2月までは志望大学に応じ
た直前講習を受講して、受験に対して万全の準
備で挑む。★面接指導・小論文添削指導など、
幅広い受験形態に柔軟に対応。★1月以降は、
直前講習の合間にも質問対応や過去問添削な
ど、一対一で徹底指導。

夢へ新たな一歩を踏み出した先輩たちは、どんな6年間を過ごしてきたのでしょう。
札幌光星で学んだことや思い出、今後の目標などを聞かせてもらいました。

「知識を体系的に学ぶ授業で、勉強の面白さを実感しました。」

2022年3月に中高一貫６ヵ年コースを卒業。
高校在学中は吹奏楽部に所属し、クラリネットパートを担当する。
芸術と工学の融合分野が学べる九州大学を志望し、現役合格を果
たす。将来の夢は音響機器の設計。

　難関大学への進路実績の高さと、余裕を持って大
学受験に備えられる中高一貫校であることに魅力を感
じて札幌光星に進学しました。あたたかい校風やアク
セスの良さも、選んだ理由の一つです。
　特に印象に残っているのは、地理の授業です。その
時習っている内容と、すでに学び終えた内容が密接に
関わっていることに気づかせてくれる授業が多く、理
解できた時には、知識の点と点がつながる面白さを実
感しました。詳しく、かつ分かりやすい解説のおかげ
で、理解を深めることができました。
　どの授業もメリハリがあり、集中力が持続できたの

も良かった点です。先生方は真剣に授業を行いながら
も、時々合間に雑談を挟むことがありました。その前
後の内容が頭に入りやすかったのは、適度にリラック
スさせてくれたからなのかもしれません。志望大学に
合格することができたのは、こうした日々の授業の積
み重ねで、実力を高めることができたからだと感謝し
ています。

九州大学 芸術工学部 芸術工学科 音響設計コース

横田 優汰郎さん
よこた ゆうたろう

進路講演会・出張講義
学習法や大学進学情報、職業などに関す
る講演会を行い、将来を見据えた目標を、
早い段階で持てるようになるための機会
を提供しています。

大学進学相談会
道内外から80校以上の大学の担当の方
を本校に招き、個別に相談できるブースを
用意します。知りたかったこと、わからな
いことなどを、各大学の教職員の方々か
ら直接聞くことができる貴重な機会です。

細やかな受験指導
6ヵ年コースの5・6年生は、2年間かけて
じっくりと、各教科で身につけた基礎力・
応用力を実践力に醸成していきます。6年
間かけて関係を築いた多くの先生方が全
力でサポートします。

キャンパスツアー
夏休みを利用して東京大学をはじめ、早
慶上智などといった首都圏の大学を訪問
する任意参加型のツアー。大学の雰囲気
を肌で感じ、モチベーションを高めます。
卒業生との交流会も人気です。

◯難関大学に現役合格を
　果たした先輩からのアドバイス
◯最新の就職、大学進学事情
◯大学の授業体験（出張講義）
◯最先端技術を駆使した
　ロボット開発の現状

NEXT!

4 5年生（高1・2） （高2・3）5年生（高2）
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SCHOOL
EVENTS

心身の成長を育む多彩な学校行事

4
APR.

5
MAY

6
JUN.

7
JUL.

8
AUG.

9
SEP.

●入学式
●1学期始業式

●1学期中間試験 ●光星祭
●夏期講習
●保護者懇談会

●1学期期末試験
●1学期終業式

●学園聖母の祝日

●遠足 ●校外学習
●ルクスサイエンス（2年）
●ルクス社会（1・2年）
●全国模試 ●大学訪問（3年）

●サマースクール（1・2年）
●Empowerment Program

●入学前プログラム（1年）
●フレンドシップミーティング（1年）
●全国模試

●校外学習 ●スポーツデイ

●スポーツデイ●キャンパスツアー

●全国模試（6年）
（5年希望者）

●遠足
●大学進学相談会（5年）

●新入生説明会（4年）
●進路講演会（4年）
●全国模試（4年）

中学
［1～3年生］

［4～6年生］
高校

●全国模試（4・5年）
●Empowerment Program
（4～6年希望者）

（1年ルクスサイエンス）
（3年希望者）

共通
［1～6年生］

校外活動［ルクス社会］

遠足

芸術文化発表会
芸術分野に関する、生徒達の努力の成果を示すイベントです。
有志によるピアノやバイオリンの演奏などの発表や、クラス合
唱コンクールが行われます。

慰霊ミサ

2年生は北海道議会や札幌地方検察庁を訪問。事前に訪問先につ
いて学習し、実際にその場に行って、見て、感じることでより深い理
解へとつなげます。

創立記念日の11月1日には、学園にゆかりのある物故者の霊
を慰めるミサが行われます。 

1～3年生は炊事遠足を行います。各グループでメニューを決め、食
材の調達、火おこし、調理、片づけなどすべてを生徒同士が協力し
て行います。

光星祭
企画から運営まで、生徒が中心と
なって創り上げる、札幌光星最大
のイベント。学級で団結する部門
や学年の枠をこえて活動する部門
があり、多彩な出し物で学校全体
が盛り上がります。

学校行事は、様々な体験を通して生徒が大きく成長していく大切な時間。

カトリックの伝統行事や生徒が主体となって創り上げる光星祭など、

本校独自の多彩な行事が、仲間との絆を育み、鮮やかな思い出を作ります。
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10
OCT.

11
NOV.

12
DEC.

1
JAN.

2
FEB.

3
MAR.

中学
［1～3年生］

［4～6年生］
高校

共通
［1～6年生］

●2学期始業式
●文化講演会
●芸術鑑賞

●2学期中間試験
●クリスマス祈りの集い
●冬期講習

●卒業式
●2学期終業式

●2学期期末試験●創立記念日
●慰霊ミサ

●全国模試（4・5年）

●イングリッシュキャンプ（3年） ●全国模試
●スキー学習（1・2年）

●ヨーロッパ研修旅行●芸術文化発表会
 

●全国模試
 

●卒業試験（6年）
●オーストラリア短期語学留学

●直前講習（6年）

●全国模試（4・5年）
●直前講習（6年）

●直前講習（6年） ●ケンブリッジ語学研修旅行●修学旅行（5年）

（4年希望者）
（4年希望者）

（3年）

※中学校の行事を中心に紹介しています。

※各種行事については、今後の状況次第で変更になる場合があります。
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※イラストはイメージです。

札 幌 光 星 の
いち に ち

確かな学力は毎日の習慣が築くもの。夢や目標に向かって、有意義な学校生活を送りましょう。

月 火 水 木 金 土

●アースサイエンス：物理、地学分野　●ライフサイエンス：生物、化学分野　●LHR：ロングホームルーム

8：30～

中学
サークル
活動

放課後学習 放課後学習 放課後学習

美術技術 英語 ライフ
サイエンス 中学

サークル
活動

国語 ルクス
サイエンス

美術技術 ルクス社会 国語 地理 保健体育

英語 ライフ
サイエンス LHR 英語 数学 音楽

アース
サイエンス 家庭 音楽 ルクス

イングリッシュ 英語 英語

数学

ルクス国語

数学

国語

保健体育

数学

宗教

数学

地理

アース
サイエンス

国語

地理

朝のホームルーム

昼食・昼休み

帰りのホームルーム・掃除

8：40～

8：50～

12：40～

13：25～

15：15～

15：30～16：30

16：30～18：00

スケジュール管理を実践
自分で毎日、学習計画や学習時
間、一日の生活を記録していきま
す。振り返りを実践することで、効
率よく物事に取り組むことができ
るようになります。

●野球
●サッカー
●硬式テニス
●バスケットボール
●女子バレーボール
●バドミントン

●卓球
●柔道
●剣道
●フェンシング
●ゴルフ

●カトリック研究
●生徒会執行部
●パソコン
●新聞
●書道
●華道・茶道

●合唱
●吹奏楽
●ディベート
●科学
●英語研究

国語

算数英語

社会

理科

英語 英語
英語

国語

国語

算数

算数

算数

社会

社会
理科

理科

理科

「中学サークル活動」で気分転換！（週2回）
運動系 文化系

自己管理がうまくできるように！

朝読書毎朝10分間の読書タイム！

週3回行われる
放課後学習で
レベルアップ！

校長先生との

朝の挨拶から１日
が

始まります！

午前の授業

午後の授業

中学１年生の１週間の時間割をご紹介
〈例〉

K O
S E I  L I F E
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男子は七つボタンの詰襟で、フランスのサン・シール士官
学校の制服をモデルにしています。女子はコムサ・スクー
ルレーベルによるもので、洗練されたブレザースタイルで
す。夏服は、ホワイトを基調とした、さわやかで清潔感のあ
るスタイル。ワイシャツかポロシャツか、二つのスタイルか
ら自由に選べます。 男子制服 女子制服 男子夏服 女子夏服 女子ポロシャツ（任意）

男子ポロシャツ（任意）

制 服 紹 介
学校 生 活を彩る

マリアホール

図書室

記念講堂シャミナードホール

SCHOOL
UNIFORM




