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小樽双葉高等学校

あなたが大人になった時に
「双葉を選んで良かった」と思う

つの理由と　     つの約束



「双葉を選んで良かった」と思う、理由。
理由1　世の中がどのように変化しても
	 自分らしく輝く力が身につく

理由2　共に輝き、互いを照らし合う
	 かけがえのない仲間に出会える

「双葉を選んで良かった」のために、
約束できること。

約束1　知りたいを楽しめる
約束2　国際感覚が身につく
約束3　部活や課外活動に打ち込める
約束4　青春できる
約束5　自分を伸ばす学びに出会える
約束6　希望の未来に近づける
約束7　仏教精神により、豊かな心が育つ
約束8　心に残る毎日を過ごせる

あなたが大人になった時に
「双葉を選んで良かった」と思う

2つの理由と8つの約束（ 　　　　）

3年間の高校生活は、長いようですが、人生の中ではわずかな時間。
でも、この3年間が、皆さんのこれからに与える影響は小さくありません。

「楽しかった」「悔しかった」「嬉しかった」「悲しかった」

様々な思い出や経験が、心の中に積み重なり、
大人になっても何度となく、高校時代を振り返ることがあるでしょう。

そんな時、あなたが双葉の卒業生なら、
きっと「この学校を選んで良かった」と思うはず。

その理由と双葉からの約束をご紹介します。

学と道は一つの如し
学習専一に知を究めることは、道心を
発すことであり、この両者は異なるこ
とではなく、実は一つのことなのです。

学問・知識を学ぶことと、正しい道を
歩むこと、この二つは一つになって意
義を持つということです。

●校訓

学
が く ど う い ち に ょ

道一如
自分の役割を貫き、
新しい価値を創り出し、
社会や身近な人に
貢献できる力を育てる

●学校教育目標

●学校長あいさつ

こころ躍る学び舎
現在の社会は、長く不変と考えられ

ていた思想や価値観までも、加速度的
に変化を遂げています。このような時
代に自分らしく生きていくためには、幅
広い知識を身につけ、柔軟な発想や思
考力、瞬時に正しい判断を導き出す力
がとても大切になります。また、どんな
に社会が移り変わろうとも大切にしな
ければならないことがあります。それは
他者への「思いやり」や「慈しむ心」、
そして「感謝する心」です。仏教精神
を基調とした双葉の様々な取組みは間
違いなく皆さんの「心」を豊かにするこ
とを確信します。
また、双葉には「生徒一人ひとりに
応じた学習指導」をはじめ、特徴ある
奨学生制度による「海外留学支援」、
「予備校活用による学力向上」、「大
学進学時の費用負担軽減」など、皆さ
んの学びをサポートする環境があります。

皆さんにあった「居場所」がきっとある
と思います。是非、双葉の特色ある授
業や学校行事、海外留学などにより多
くの学びを体験してください。また、数
多くの生徒がいきいきと活躍している
部活動・生徒会活動などを通じて、人
との出会いや関わりを楽しんでください。
双葉で過ごす時間には皆さんの「心が
躍る」瞬間が必ずあるはずです。
将来、本校で学んだ生徒が社会に
貢献、活躍する姿を想像するだけで私
の心も躍ります。

校長  佐々木  淳一

明治40年（1907） 小樽実践女学校として発足、小樽別院
内で開校式。生徒20数名。

大正10年（1921） 小樽実科高等女学校を設置。
昭和  2年（1927） 文部省（現 文部科学省）より認可を受

け、小樽双葉高等女学校に昇格。
昭和23年（1948） 小樽双葉女子学園と改称。
平成10年（1998） 法人名を北海道龍谷学園、校名を双

葉高等学校と改称、男女共学に移行。
平成16年（2004） 双葉中学校が開校し、中高一貫教育

開始。
平成23年（2011） 双葉プロフェッショナル教育がスタート。
平成31年（2019） 小樽双葉高等学校と改称。

本校は明治40年（1907）9月、仏教精神に基づ
く女子教育機関、小樽実践女学校として開校し、
110年以上の歴史を持つ伝統校です。幾多の変遷
を重ねながら、歴史と伝統を誇る学園として、これ
からも社会に求められる人材を育成していきます。

小樽双葉高等学校の歩み
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現代社会は目まぐるしく変化しています。新技術の登場やグローバル化が急速に
進み、皆さんが高校を卒業するころには、今は予想もできないことが、当たり前になっ
ているかもしれません。

このような社会で大切なのは、「人としての生き方」「人生の役割・目的」「自分にとっ
ての本当の幸せ」などをしっかりと意識し、周りがどう変化しても自分らしく輝く力を身
につけること。こうした考えに基づき「人生のプロフェッショナル」を育てる教育を「双
葉プロフェッショナル教育」と呼んでいます。

「双葉プロフェッショナル教育」

世の中がどのように変化しても
自分らしく輝く力が身につく

1
理由 充実した人生を生きるためには、自分の

人生の役割を知ることが大切。人や社会
に対してどう貢献できるかを考え、行動
する力を身につけます。

自分力とは自分を知る力。
その足で人生を歩むために、
自分の使命を見つける。

自分力

社会で生きていくためには他者との関わ
りが不可欠。相手の考えや異なる価値
観を受け入れ、つながりから新しい価値
を生む力を身につけます。

共感力とは、つながりあう力。
自分の心を開くことで、

新しい価値を生み出していく。

共感力

多様な価値観が存在する現代社会では
自分の判断基準をしっかりと持つことが
重要。状況を的確に捉え、柔軟に答えを
導き出す力を身につけます。

考創力とは未来を創り出す力。
物事の本質を理解し、

自ら未来を切り拓いていく。

考創力

共に輝き、互いを照らし合う
かけがえのない仲間に出会える

2
理由

と思う、理由。「双
葉を選んで良かった」
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いつもと変わらない環境の中では「なぜ？」「どうして？」
という好奇心や探究心はなかなか生まれてきません。
双葉の「総合的な探究の時間」では「体験型ドリー

ムプロジェクト（通称：ドリプロ）」を2年次から展開し、
学びの原点にある「知りたい」という知的好奇心や知
的探究心を芽生えさせると共に、教室の内外で、それら
を深く探究できるカリキュラムとなっています。
各授業の中でも「探究」を意識した取組みを行い、
特に、2015年に国連で採択された、持続可能な開発
目標（SDGs）を意識した研究・発表等を行っていきます。

教室の枠にとらわれない
環境の中で知的探究心が
芽生えていきます。

「双葉を選んで良かった」のために、約束できること。

1約束

医療・福祉専攻
医療･福祉

実体験が自分の未来をつくる

医療・福祉・保育に興味のある人を対象
とした専攻です。大学や専門学校の出
前講座が多く、医療福祉系の仕事を深
く知るだけでなく、実際に応急処置や歯
科助手など実際の仕事の一部を体験す
ることができるので、具体的なイメージ
が広がります。

グローバル・カルチャー専攻
国際理解･文化

世界に目を向け自分にできることを考える

様 な々違いを理解し認め合うことや国際的視野を身につけ、
多様な価値観を知り、国際感覚を磨きます。留学生や外国
人観光客と実際に交流することや外国の料理やお菓子な
どをつくることもあります。

ビジネス・マーケティング専攻
社会･経営･情報･観光

働くってどういうこと？

様 な々業種の企業見学を通じて、自分自身の職業観を養い
ます。また、社会で求められている「社会人基礎力」を身に
つけるため、「ホンモノ」に触れる機会を大切にします。その
他、専門学校による公務員講座や官公庁の出前講座を行っ
ています。

フードコーディネート専攻
食品･食育

食のスペシャリストを目指す

学校の菜園で畑おこしから始め、菜園で採れた食材を用い
て料理をします。最後の授業は日頃お世話になっている方
へ「ありがとう」の気持ちをこめてレシピ検索し、お弁当を作
ります。また専門学校の講師を招いて和洋中スイーツ作り
をします。

具体的な内容（2020年度実績）
○看護体験
○薬剤師体験
○保育体験
○歯科助手体験
○介護の仕事体験
○医療秘書・医療事務体験
○心理学講座

具体的な内容（2020年度実績）
○小樽商大留学生と交流
○カナダの文化に触れる
○北海道地球広場訪問
○ブラジル文化体験
○イスラエルについて
○ニュージーランドの文化に触れる
○タンザニアの文化について

具体的な内容（2020年度実績）
○学校菜園づくり
○燻製作り
○日本料理体験
○西洋料理体験
○スイーツづくり体験
○お弁当作り

具体的な内容（2020年度実績）
○堺町通り見学
○公務員講座
○会社見学
○昆布製作体験
○接待マナー体験
○面接試験体験

3

4

スポーツ・アスリート専攻
スポーツ・健康

スポーツを通して健康、他者を支えることを学ぶ

数多くのアスリートのトレーニングを実践、アドバイスしてき
たトレーナーの方に理論や実技を教えてもらいます。さらに
スポーツを支える立場として栄養学やテーピング実習など
も行います。また多種多様なスポーツにも挑戦します。

5

62

知りたいを
楽しめる

ドリームプロジェクトには6つの専攻があり、自
然へのフィールドワークや留学生との交流、大学
の先生を講師に招いての講演、実習、企業見学な
ど、それぞれの「知りたい」に向き合える、多彩な
プロジェクトに取組むことができます。

ドリームプロジェクトの
6つの専攻

ドリプロをはじめ双葉ではアクティブラーニングを多くの授業に
取り入れています。アクティブラーニングは聞くだけの授業や一
人で行う学習よりも効果が高く、主体的に学ぶ力を身につけら
れるのが特徴です。

具体的な内容（2020年度実績）
○テニス、ゴルフ体験
○ライフセービング体験
○エアロビクス体験
○スポーツトレーナーについて
○針灸とスポーツ
○マッサージ論・実習

サイエンス専攻
科学･技術

小樽の自然を科学する

小樽地域の地形と地質について生い立ちや特徴を調査し
ます。また、河川や海の特徴や生物についても触れ、小樽に
ついての総合的な探求活動を行います。野外で調査し、「ほ
んもの」に触れ、誰も知らなかったことを研究し、公の場で
発表することによって「プチ科学者」を育成します。

具体的な内容（2020年度実績）
○小樽の地形と地質の紹介
○忍路環状列石フィールドワーク
○忍路海底火山跡の調査・観察
○磯の生物の観察
○おたる水族館
　生物観察と水族館の役割
○天狗山の観察

1
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姉妹校であるアメリカ・バーモント州のサウスバーリントン高校との間で、
短期海外語学研修（約2週間）を隔年で実施しています。また、宗門関係校
であるアメリカ・ハワイ州のPBA（パシフィック・ブッディスト・アカデミー）へ
の約6週間の短期留学に参加するチャンスもあります。
双葉は、短期海外留学への参加を奨励するとともに、独自の奨学制度も

あります。　※詳細は22ページをご覧ください。

生徒が1人1台持っているタブレットは、英語の
学習にとても効果的です。タブレットを用いて、自分
が話している場面を録画し、それを見聞きして確認
することや、動画を先生に提出し、確認してもらうこ
とができます。
また、アプリを使った英語学習や授業内での発
表にも活用しています。英語力を効率よく身につけ
ることができます。

短期海外留学タブレットを用いた英語学習

サウスバーリントン高校での短期留学 パシフィック・ブッディスト・アカデミー

「双葉を選んで良かった」のために、約束できること。

2国際感覚が
身につく

約束

グローバル化する社会で
必要とされる英語４技能と
国際感覚が身につきます。
双葉では、英語4技能、話す（Speaking）・聞く

（Listening）・読む（Reading）・書く（Writing）を
身につける取組みをしています。
ネイティブスピーカーによる授業をはじめ、生の英
語に触れる機会を多くし、アメリカの姉妹校や関係
校へ短期留学をすることも可能です。話す力・聞く力
を身につけると共に、海外の文化や国際感覚を養う
こともできます。
また、本校には語学教育に特化したWLC（ワー
ルド・ランゲージ・センター）があり、検定対策を行っ
たり、留学について調べたり相談することができます。

ワールド・ランゲージ・センター

何事にもチャレンジする心が持てるよ
うになりました。
英語しか話せない環境で自分のできる事

を最大限発揮できるように日 を々過ごしたことは、今
後進学や就職をする上で良い経験となりました。

新しい目標が見つかりました！
現地の子が受けている授業に参加するこ

とができ、自分の英語力を試す場として、また
英語力をのばす場として最高の環境だったと思います。
留学前は英語を学びたいとばかり思っていたので

すが、ドイツ語や中国語の授業をとることができたお
かげで、今では英語以外の言語も学びたいと思うよ
うになりました。

龍谷総合学園PBA留学奨学生
参加生徒からのメッセージ
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オリンピック選手を輩出した伝統あるスキー部や
女子バレー部などの強化指定部をはじめ、様々な運
動部、文化部が活動しています。スポーツで体を鍛
えたり、芸術で感性を磨いたりして、高校生活を充
実させるために積極的にクラブ活動に参加する生徒
もたくさんいます。

体を鍛える、感性を磨く。
高校生活がさらに
充実したものになります。

「双葉を選んで良かった」のために、約束できること。3部活や
課外活動に
打ち込める

約束

●運動部
強化指定部
スキー部、野球部、女子バレーボール部、女子バス
ケットボール部

剣道部、弓道部、バドミントン部、卓球部

●文化部
奉仕活動部、音楽部（吹奏楽、合唱）、書道部、美術
部、仏教研究部、茶道部、華道部、音楽同好会（軽
音）、マンガ・アニメ同好会

●局・生徒会
放送局、図書局、生徒会執行部

華道部 茶道部

弓道部

スキー部

全国大会の常連です。高校在籍
中に冬季アジア大会で優勝し、現
在も世界に挑戦し続けている小
山陽平くんも双葉の卒業生です。

全道大会の常連です。全道でも
上位を目指しています。

支部大会ではほぼ負け
なしです。全道大会上位
を目指しています。

強豪校のいる小樽ですが、
全道大会への出場も大い
に期待できます。

女子バスケットボール部

音楽同好会（軽音）

仏教研究部

音楽部（合唱）

卓球部

野球部

音楽部（吹奏楽）

放送局

美術部

マンガ・アニメ同好会

女子バレーボール部

書道部

奉仕活動部

生徒会執行部

バドミントン部 剣道部
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同じ目標に向かって努力したり、一つのもの
をみんなでつくり上げたり。双葉では1年を通
してたくさんの行事があり、仲間と共に「笑い」
「泣き」、色とりどりの思い出を積み重ねること
ができます。一人ではできないことをみんなで
成し遂げた達成感と感動は、あなたの大切な
思い出となるでしょう。 

共に笑い、共に泣く。
かけがえのない仲間と
生涯の糧となる経験ができます。

「双葉を選んで良かった」のために、約束できること。

4青春できる
約束

年間スケジュール 【 前 期 】

入学式
対面式
部活動紹介
1学年研修
カタリバ

4月
April

球技大会
双葉祭
夏季休業
夏期進学講習

7月
July

灌仏会（花祭り）
高体連壮行会
降誕会
生徒総会
生徒会選挙

5月
May

夏季休業
夏期進学講習
PBA短期留学

8月
August

前期中間考査
高体連全道大会
交通安全集会
サウスバーリントン高校受け入れ（隔年）

6月
June

前期期末考査
強歩遠足
前期終業式
音楽部定期演奏会

9月
September

年間スケジュール 【 後 期 】

10月
October

後期始業
報恩講
修学旅行（2年）
芸術鑑賞

11月
November

後期中間考査

12月
December

カフェテリアコンサート
冬季休業
冬期進学講習

1月
January

冬季休業
冬期合宿学習
冬期進学講習
涅槃会

2月
February

同窓会入会式（3年）
スキー授業（1・2年）

3月
March

卒業式
後期期末考査（1･2年）
球技大会
終業式
春期進学講習
サウスバーリントン高校短期留学（隔年）

※2021年度予定
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北海道 3校

関東 10校

北陸 15校

近畿 21校

海外（ハワイ） 1校

中国 4校

九州 17校

龍谷総合学園加盟校
24学園71校

2019年度、全国の浄土真宗本願寺派の宗門校が龍谷
大学に集結し、高校生である自分たちができるSDGsの
活動を話し合う取組みを行い、本校も参加しました。

この交流学習の成果を具現化するため、本校では「こころ
おどる投票ごみ箱」という活動を行いました。
この活動では、小樽市の堺町通り商店街の「利尻屋みの
や 不老館」さんと「ルタオ本店」さんのご協力のもと、ペット
ボトルキャップや試食で用いられた爪楊枝を捨てることで、お
ススメのお土産に投票するというアイディアを形にしました。
これは、SDGsの「NO.11 住み続けられるまちづくりを」と
「NO.12 つくる責任 つかう責任」の達成をめざして考えた
ものです。
これからも、少しでも社会に貢献できる活動をしていこうと
計画しています。

SDGsの取組み

小樽双葉高校の

交流学習の様子

こころおどる投票ごみ箱活動の様子

ごみを捨てることで投票ができる「こころおどる投票ごみ箱」

・花壇づくり　・障がいを持つ方たちとの交流　・募金活動　・小学生の体験学習
・病院での演奏会　・小中学生へのスポーツ指導　・児童福祉施設行事の手伝い
・老人福祉施設行事の手伝い　・小樽雪あかりの路準備、運営の手伝い　　など

双葉では他にも多くの取組みを行っています。

双葉では、奉仕活動部や生徒会をはじめとして様々な社会貢献の取組みを行っています。
ここでは、「交通安全運動」と「フィリピン ミンダナオ島への物資支援」を紹介します。

双葉が行っている

社会貢献の取組み

フィリピン ミンダナオ島への
物資支援

奉仕活動部と生徒会は、毎年フィリピン ミンダナオ島に
ある「ミンダナオ子ども図書館」へ運動靴や文房具、日用
品を支援物資として集め送っています。
以前は、NPO法人を通じて支援を行っていましたが、

2019年度からは、本校独自で行っています。現在、道内に
ある宗門関係校で協力して物資支援を行う計画を立てて
います。
奉仕活動部は、福祉施設や児童施設でのイベントの手
伝いなど、地域のために活動しており、国際的に展開され、
文部科学省も後援している、「ボランティア・スピリット・ア
ワード」北海道・東北ブロックでコミュニティ賞を複数回
受賞、テレビ、新聞などでも活動が取り上げられています。

交通安全への取組み

本校では20年以上前から、交通安全の取組みを行って
います。
生徒会や奉仕活動部が中心となり、交通安全週間を年

に4回設け、街頭に旗を持って立って、交通安全を呼びか
けたり、夜光反射材入りのステッカーやストラップを制作し、
配付しています。また、小樽警察署と連携した交通安全イ
ベントへも参加しています。

交通安全運動

夜光反射材ステッカーを貼ったうちわを持つ生徒（双葉祭）

夜光反射材ステッカー
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双葉には、将来に向けてのモチベーション
が高い生徒が多く在籍しています。

1年次からホームルーム担任や進路指導部
が個別面談や進路に関わる取組みを行い、一
人ひとりが目標を設定し、適性や習熟度に合
わせた学びを実践できる環境があります。
難関大学進学を目指す特別進学コース、私
大・短大・専門学校・公務員・就職を目指す総
合進学コースがあり、2年次からはさらに細分
化され、目標に対応したきめ細やかな授業が
受けられる仕組みになっています。

国公私立大・短大・
専門学校・公務員・就職、
幅広い目標に対応するコース・クラスで
夢の実現を強力にバックアップします。

「双葉を選んで良かった」のために、約束できること。

5自分を伸ばす
学びに出会える

約束

1年次 2・3年次

特別進学コース 特進選抜クラス 難関国公立大学等を目指します

特進クラス 中堅レベルの国公私立大学を目指します

進学クラス 国公立大（主に推薦）や私立大、
医療系専門学校を目指します

総合進学コース 総合クラス 私立大、短大、専門学校、 
公務員、就職を目指します

※2022年度の予定です。

タブレットを活用した授業では「ロイ
ロノート」というアプリを活用しています。
このアプリは、授業資料の配付や、課
題の提出はもちろん、個人やグループ
でレポートを作成したり、プレゼンテー
ションを作ることもできます。
また、タブレットの豊富な機能を使っ
て、音声や動画をとり、先生に提出し
たり、みんなの前で発表することもでき

ますし、全員の考えを一斉にスクリー
ンに映し出し、共有し、意見を出しあう
こともできます。
さらに、授業のデータや自分で作成

したデータが保存されるので、振り返
りたいときにいつでも見ることができます。
そのほか、自学自習ができるアプリな

ども導入し、効率のよい学習をおこな
うことができます。

1人1台のタブレットを
活用した教育

多様な進路先（令和3年3月卒業生）

国公立大 2％

道内私立大
38％

道外私立大 7％
短大 9％

専門学校
26％

就職 11％

その他 8％

1年生のときから体系的に進路学習に取組み、
国公立大学・難関私立大学への進学を目指しま
す。放課後、土曜日、長期休業中に行われる進学
講習では、ハイレベルな問題演習に取組みます。
また、基礎学力の定着をより確実にするために、
必要に応じて補習も行います。一人ひとりの理解
度に応じたきめ細やかなサポートで、多くの生徒
が1年次から2年次にかけて成績を伸ばしています。

特別進学コース
放課後や土曜日、長期休
業中に行われる進学講習は、
大学受験に向け、オリジナル
テキストなどを使用しており、
大学合格の実力をつけること
ができます。
また、模擬試験で優秀な成
績を収めた生徒には予備校
の講習料金を本校から奨学
金として給付する予備校派遣

奨学生制度があり、長期休業
中の講習に参加し、他の進学
校の生徒とともに切磋琢磨し
実力をつけています。

合格の実力をつける！
～講習と予備校派遣奨学生制度～

進学講習

学習・部活動・課外活動にバランス良く取組み、
自己の進路実現を目指します。
大学・短大・高等看護学校・専門学校・公務員・

就職など、多様な進路希望に対応するため、２年
次からは進路別のクラスに分かれ、進学講習、面
接指導、公務員試験対策等を行います。部活動と
両立し、総合型選抜（AO入試）、学校推薦型選抜
（推薦入試）で大学進学する生徒も多数います。

総合進学コース
２年総合クラスで行われる
授業「ビジネス教養」は、就
職講話、インターンシップ、ビ
ジネスマナー講座、ニュース
検定講座など、社会を知るた
めの科目です。
外部から講師を招き講演

を行ったり、企業訪問したり
と、実際の社会に触れること

で、将来の目標や高校生の自
分が今何をすべきかを明確に
することができます。

社会を知り、目標設定！
～ビジネス教養～

就職講話

双葉高校は、進学講習の実施や自習室
の開放により、放課後や土曜日にも、勉強
に取組みやすい環境が作られている学校
だと思います。特に自習室は周りを気にせず、
大学受験の勉強に集中できるため、ほぼ毎
日利用していました。今思うと、1年生のとき
からうまく活用しておけば良かったと思える
おすすめの場所です。
また、双葉高校では様 な々検定を受ける

ことができます。対策プリントや面接練習も
あるので、とても受検しやすいです。自主的
に行動することが苦手だった私が大学合格
後にも検定に挑戦する気になったのは、こ
のような環境があったからこそです。皆さん
も双葉高校でたくさん挑戦してみてください。

廣瀬 菜織子さん

令和3年3月卒業 
小樽向陽中学校出身　藤女子大学

●特別進学コース卒業生●

取組みやすい環境
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希望の未来に
近づける6

約束

「双葉を選んで良かった」のために、約束できること。

私は、中学生のときから看護師
になりたいと思っていました。最初
に高校受験を考えたとき、志望校
に双葉高校は入っていませんでし
た。しかし、部活動のこともあり、推
薦で双葉高校に入学しました。
そのとき、双葉高校はどんな学
校かいろいろ調べました。一番印
象的だったのはドリームプロジェク
トでした。ドリームプロジェクトは
進路につながるようなことも勉強
できることを知ったことが、双葉高
校入学の大きな理由のひとつです。
高校1年生のときまでは、看護

師になりたいという気持ちが大き
かったのですが、２年生のときに
医療秘書の仕事に興味を持ちま
した。医療秘書と看護の勉強がで
きる学校があることを知り、進路
希望を決定しました。そのとき先
生方は熱心に指導してくださいま
した。
双葉高校に入学して部活動も
進路も両立して頑張ることができ
ました。高校三年間を支えてくれ
た友達、先生、家族にはとても感
謝しています。その感謝を忘れずこ
れからも頑張りたいと思います。

部活動にも進路にも 
力を入れて取組むことができる

令和3年3月卒業
小樽菁園中学校出身　札幌医療秘書福祉専門学校佐々木 桃香さん

●進学コース卒業生

私は、双葉高校で3年間過ごし
ていろいろなことを学びました。
まず、一番うれしいことは友達が
たくさんできたことです。友達がいて、
辛いときも助け合うことができまし
たし、楽しいことがあったときに一
緒に喜ぶこともできました。
勉強面では、わからないことが

あれば、先生に聞きながら一緒に
問題を解いたりしました。テスト対
策のアドバイスもしていただきまし
た。

企画実行委員や宗教委員の活
動では、仲間との協力の大切さを
知りました。また、行動力も身に着
いたと感じています。この経験を活
かし、就職後も一つ一つのことを
コツコツ頑張っていこうと思います。
あっという間の3年間でしたが、
多くの友達や先生方に出会い、支
えられた充実した高校生活となり
ました。

多くの大切な出会いで
充実した3年間

令和3年3月卒業
小樽北陵中学校出身　花冠商事株式会社堀 哲也さん

●進学コース卒業生

私は双葉高校で、何事にも感謝
し、決してあきらめない姿勢を学
ぶことができました。勉強、生活と
もに自分にとって有意義な３年間
だったと強く感じています。
勉強面では、受験や検定等の
合格に向けて全力でサポートし、
応援してくださるため、さらにやる
気がわき、自信を持った状態で本
番に臨むことができました。そして
この経験から、あきらめなければ
できないことは一つもないというこ
とを学びました。

生活面では、困ったことがあっ
たとき、先生方が親身になって支
えてくださいます。また、仏教を学
ぶことで、これから先、社会の一員
として生きていく上で重要な、感
謝する心を身に着けることができ
ます。
双葉高校は自分の目標に向かっ

て努力し、成長させるのに最適な
場です。ぜひ双葉高校で学び、生
活して輝かしい自分の未来を創っ
てください。

双葉高校で
輝かしい未来を

令和3年3月卒業
小樽西陵中学校出身　同志社大学横山 美永久さん

●特別進学コース卒業生

双葉の良いところは、自己の将
来像を確立し、それに向けて努力
しやすい環境が整っているところ
です。双葉高校では、ただ「大学
に進学したい」だけでは終わらせ
ず、「なぜその大学なのか」「進学
した後はどんなことを学んで、どの
ように社会貢献していきたいのか」
というところまで考えさせられるよ
うな進路指導をしていただきまし
た。
双葉の進路指導によって自己

の将来像が明確になったことで、
将来像実現のための勉強への意
識も変化しました。一生涯学習を
続けていくことの大切さも双葉の
先生方から教わり、自身の人生観
も大きく変わったように感じます。

勉強面では授業・講習はもちろ
んのこと、学習計画の相談、個別
指導や問題添削など多くの場面
で支えていただきました。双葉に
は、頑張りたいという生徒にとこと
ん付き合ってくれる先生がとても
多いです。また、模試の成績によっ
て予備校派遣をしていただいたり、
大学の入学金や授業料をいただ
いたりと双葉の奨学金制度にも本
当に助けられました。
自分には何が向いているかはわ
からないけれど進路について真剣
に考えたい人、良い環境の中で夢
に向かって一生懸命努力したい
人はぜひ双葉への入学を検討し
てみてください。

進路探求と将来に向けた努力のしやすい
環境がそろっている

令和3年3月卒業
双葉中学校出身　北海道大学久保 春果さん

●中高一貫コース卒業生

進路実績（過去3年）

●国公立大学等
東京大学
北海道大学
小樽商科大学
北見工業大学
室蘭工業大学
公立千歳科学技術大学
札幌市立大学
東京海洋大学
東京学芸大学
新潟大学
青森県立保健大学
神戸市外国語大学 など
 
 ●私立大学
龍谷大学
京都女子大学
武蔵野大学
札幌大学
札幌大谷大学
札幌学院大学
札幌国際大学
札幌保健医療大学
日本医療大学
藤女子大学

北翔大学
北星学園大学
北海学園大学
北海商科大学
北海道医療大学
北海道科学大学
北海道情報大学
北海道千歳リハビリ
テーション大学
北海道文教大学
酪農学園大学
早稲田大学
明治大学
中央大学
同志社大学
関西外国語大学
神田外語大学
京都産業大学
近畿大学
専修大学
東海大学
東北医科薬科大学
東洋学園大学
日本大学 など

 ●短期大学
光塩学園女子短期大学
札幌大谷大学短期大学部
札幌国際大学短期大学部　
北星学園大学短期大学部
北海道武蔵女子短期大学 など
 
 ●高等看護学校・看護系専門学校
小樽市立高等看護学院
岩見沢市立高等看護学院
小樽医師会看護高等専修学校
勤医協札幌看護専門学校
函館看護専門学校
北都保健福祉専門学校
北海道医薬専門学校
北海道医療センター附属札幌看護学校
北海道看護専門学校
北海道ハイテクノロジー専門学校看護学科
北海道立江差高等看護学院 など
 
 ●専門学校
小樽歯科衛生士専門学校
大原法律公務員専門学校
上記をはじめ、医療系、商業事務系、衛生
系、文化・教養系、教育・社会福祉系、服
飾・家政系、農業系、工業系の専門学校に
多くの生徒が進学しています。
 

 ●就職（公務員）
小樽消防
刑務官
後志町村職員
自衛隊一般曹候補生
自衛隊航空学生
北海道警察
北海道職員
東京消防庁 など

●就職（一般）
社会福祉法人 小樽北勉会
新日本海フェリー株式会社
東洋水産株式会社 北海道
事業部
花冠商事株式会社 など

●関係校推薦
龍谷大学、京都女子大学、武蔵野大学、相愛大学、岐阜聖
徳学園大学、兵庫大学、九州龍谷短期大学

●指定校推薦
同志社大学、東海大学、金沢工業大学、山梨学院大学、札
幌大学、北海学園大学、北海道科学大学、北海道医療大
学、北海道武蔵女子短期大学、小樽市立高等看護学院な
ど300名を超える推薦枠（令和3年3月現在）

大学などへの豊富な推薦枠

Message
from

graduates

これから高校生活を迎える皆さんに
双葉での3年間の学びを終えて
進学先や社会で活躍する
たくさんの先輩たちから
メッセージが届いています。
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双葉では、仏教精神に基づいた教育を実践しています。毎朝、仏式の礼拝があり、心
を落ち着けてから授業を迎えます。宗教の授業や灌

かん
仏
ぶつ
会
え
（花まつり）、降

ごう
誕
たん
会
え
、涅
ね
槃
はん

会
え
など仏教行事も行っています。本校の生徒であるからといって、仏教徒である必要

はありません。しかし、仏教の教えからは、いのちの大切さや思いやりの心など、今の
世の中を生きる上で大切な多くのことを学ぶことができます。
また、教科の学習の中でもその精神は生きており、わからない部分を教えあったり、
お互いが協力して調べ学習をすすめるという場面も多くみられます。

北海道を代表する観光都市であり、歴史と情緒の街、小樽。双葉で過ごす3年間は
この街と共に過ごす日々でもあります。本校では「小樽雪あかりの路」などのイベント
への参加を通じて、地域との関わりにも力を注いでいます。
また、おしゃれな制服も高校生活に彩りを添えてくれるはずです。

いのちの大切さや生かされている
ありがたさを学べます。

情緒豊かな街、小樽で過ごす日々 も
高校生活の美しい思い出となります。

ありがとう

あたりまえ

思いやり

縁起

いただきます

「双葉を選んで良かった」のために、約束できること。

ごちそうさま

7
約束

仏教精神により、
豊かな心が育つ 8

約束

心に残る毎日を
過ごせる

仏教を通して、大切な
心を養っています。

雪あかりの路や
潮まつりへの参加が
忘れられない思い出！

落ち着いて勉強できる
環境が気に入っています。
学校のまわりは病院や神社もある、静か
な住宅地。学校からは海も見えます！

私は小樽双葉高校に入学してお念仏との出会
いによって僧侶を志しました。入学当初は将来の
目標もなく漠然とした学校生活を送っていました。
しかし、双葉ならではの多くの経験ができ、志を持
つことが出来ました。
宗教の授業や行事では、思いやりの心、感謝の
心について深く考えることができました。京都で宗
門関係校の仲間と一緒に行った研修では、生徒
が主体となり興味のある分野に実際に触れ、プレ
ゼンテーションをする事でより深い理解を得ること
ができました。また、部活動では奉仕活動部と仏
教研究部に所属しました。そこでは地域の活動の
みならず道内や道外での交流があり、自分の殻か
ら抜け出す「ワンステップ」となりました。このような
経験が今の私を創りました。これは私だけではな
く多くの卒業生及び在校生に言えることです。

●中高一貫コース卒業生●

学力のみならず、一生涯必要な
精神性や生活態度を養えます。

加賀 夏生さん

令和2年3月卒業 
双葉中学校出身　龍谷大学

友達と過ごす
何でもない
日常が楽しい！

講
習
や
自
習
室
も
充
実
、

目
標
に
近
づ
い
て
い
る
の
を

実
感
で
き
ま
す
！

姉妹校
サウスバーリントン高校での
経験がかけがえのないものに。
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双葉の特待生・奨学生、奨学金制度
（2022年度予定）

経済的理由によって双葉進学をあきらめないでください！！
各制度の詳細な基準等につきましては直接お問い合わせください。

※本校の特待生・奨学生、奨学金制度はすべて給付型です。（返還の必要はありません。）

※毎月の授業料に対する給付金額は「就学支援金制度」の対象世帯に対する内容を
記載しています。「就学支援金制度」の対象とならない生徒については毎月9,900円
の納付が必要になります。

※就学支援金制度、授業料軽減制度などの国や北海道が実施する公的支援制度が
改定された場合は内容を変更することがあります。

双葉の特待生・奨学生制度は
「入学時」「在学中」「進学時」

でチャレンジ可能！
豊富で多彩な特待生・奨学生制度は、中学
校での成績やスポーツ・特別活動実績、入
学試験成績だけでなく、入学後の頑張りに
よるチャンスもあります。

（1）学業特待生・奨学生
国公立大、難関私大等への進学を志望する人物、学習成
績ともに優れた向学心旺盛な生徒が対象となります。

❶特待生
授業料の全額に加え、
年間120,000円の奨学金を給付します。

❷特別奨学生
授業料の全額に加え、
年間40,000円の奨学金を給付します。

❸奨学生
授業料の全額に加え、
年間20,000円の奨学金を給付します。

（2）スポーツ特待生・奨学生
本校の強化指定部に入部する生徒で、人物に優れた生徒、
顕著な競技実績を有する生徒、優れた能力を有する生徒
などが対象となります。

❶特待生
授業料の全額に加え、
年間120,000円の奨学金を給付します。

❷特別奨学生
授業料の全額に加え、
年間30,000円の奨学金を給付します。

❸奨学生
授業料の全額を給付します。

（3）ドリーム特待生・奨学生
「強い意志と積極的な姿勢を持って優れた個性を発揮す
る生徒」、「夢の実現に向け充実した学園生活を送り、他の
生徒の模範となる生徒」などが対象となります。

❶特待生
授業料の全額に加え、
年間120,000円の奨学金を給付します。

❷特別奨学生
授業料の全額に加え、
年間30,000円の奨学金を給付します。

❸奨学生
授業料の全額を給付します。

（1）入学金に対する奨学金制度

❶推薦、専願入試奨学金（入試制度による奨学金）
入試制度に応じて次の金額を入学金に対する助成とし
て給付します。

○推薦入試制度による入学生
　入学金全額給付（150,000円）
○スポーツ推薦入試制度による入学生
　入学金全額給付（150,000円）
○専願入試制度による入学生
　入学金半額給付（75,000円）

❷入試奨学金（入学試験、ステップアップ試験の得点率 
 による奨学金）
入学試験、ステップアップ試験の得点率に応じて入学金
の半額（75,000円）または全額（150,000円）を給付し
ます。

○詳細は募集要項に記載

（2）施設拡充費に対する奨学金制度
次の対象となる生徒には施設拡充費を全額給付します。
（30,000円）

○学業特待生、スポーツ特待生、ドリーム特待生
○入学試験、ステップアップ試験の得点率が募集要項に
　記載する基準を満たす生徒

（3）双葉独自の奨学金制度

❶海外留学奨学金制度
英検準2級以上または同等の語学力を有すると判断さ
れ、進路実現に向け学習意欲の向上が期待される者

●海外姉妹校派遣プログラム奨学金
サウスバーリントン高校への2週間の短期海外語学
研修費用に対して、自己負担額50,000円を除く額
を給付します。
●龍谷総合学園PBA留学奨学金
龍谷総合学園PBA留学プログラムの参加費用か
ら龍谷総合学園よりの助成額、国内移動旅費相当
額、傷害保険代金・現地での個人的経費等を除く
額を給付します。

❷予備校派遣奨学金
国公立大、難関私大等へ進学を志望し人物、学業とも
に優れた向学心旺盛な生徒
○予備校の受講料を給付します。

❸双葉プログレス奨学金（大学入学時給付型奨学金）
本校の指定する国公立の難関大学、難関学部進学者
○入学手続き時納付金（入学金＋前期授業料≒55
万円）相当額を給付します。
＊公的就学支援金制度の対象生徒に限る。

❹双葉チャレンジ奨学生
スポーツクラブや文化教室などで、学校の部活動では
取組みが難しい活動や専門的な指導を定期的に受け
ていて、（ゴルフ、体操など高体連、高文連もしくはそれ
に準じる、高校生を対象とする大会等がある活動が対
象）本校の推薦または専願入試制度により入学する
者
○入学金・授業料全額給付、活動奨学金給付（規定、
上限あり）します。

❺兄弟・姉妹奨学生
本校に兄姉が在籍している生徒
○入学金を全額給付します。（150,000円）
○毎月の授業料として10,000円を限度に給付します。 
（特待生、奨学生制度との併用状況により給付額は異
なります。）

Ⅰ特待生・奨学生制度
　（毎月の授業料に対する制度） Ⅱ 奨学金制度

※この他に教材費、行事費、模擬試験代、諸会費などが必要となります。

（　　　　）双葉の学費
2021年度実績

※制服・ジャージ・ロッカー・タブレット等の費用は別途必要です。
 詳細は直接お問い合わせください。

（1）毎月の納入金
①授業料 33,000円

（2）入学時の納入金
①入学金 150,000円
②施設拡充費   30,000円

3年間使用する専用ロッカー タブレット

2022年4月 

制服が 
新しくなります！
グレー × グリーンのカラーが
特徴のブレザー、上品で個性
的なベージュが注目を集める
スカート、スラックスの組み合
わせです。
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余市
JR

南小樽

倶知安

星置 手稲 琴似 札幌

石狩
太美

石狩
当別

江別

恵庭

快速で約18分
普通で約25分

JR南小樽まで

約20分
JR南小樽まで 快速で約24分

普通で約35分

JR南小樽まで

約27分
JR南小樽まで

約69分
JR南小樽まで

快速で約28分
普通で約41分

JR南小樽まで

快速で約56分
普通で約68分

JR南小樽まで

快速で約57分
普通で約86分

JR南小樽まで

快速で約72分
普通で約77分

JR南小樽まで

快速で約66分
普通で約71分

JR南小樽まで

は通学30分圏内です（快速利用含みます）。

小樽双葉高等学校

徒歩2分

住吉神社前 バス停

徒歩3分

片道1時間以上かかりますが、移動時
間ではなく、生活時間の一部であると
考えることで、この時間を有効活用す
ることができるようになりました。
（倶知安中学校出身）

通学時間をいろいろ
有効活用できます。

〒047-0014　小樽市住ノ江1丁目3-17　TEL.0134-32-1828　FAX.0134-22-3098

ホームページ随時更新中
www.r-futaba.ed.jp Instagram

説明会・相談会
※会場はすべて小樽双葉高等学校です。日程の変更もありますので、詳細についてはホームページでご確認ください。
　設定日以外を希望される場合については、お問い合わせください。

◉学校説明会 　7月17日（土）、10月9日（土）
◉個別相談会 　10月23日（土）、30日（土）、11月13日（土）、27日（土）、12月11日（土）

● JR高校生用定期券料金表（令和3年4月1日現在）

星置 手稲 琴似 札幌 江別 恵庭 石狩太美 石狩当別 余市 倶知安
1か月   9,660 10,110 10,410 10,670 16,250 19,490 15,790 17,970 10,110 17,970
3 か月 27,480 28,870 29,610 30,380 46,440 55,520 45,050 51,230 28,870 51,230
6 か月 52,110 54,630 56,220 57,510 87,770 105,130 85,450 97,060 54,630 97,090

● 中央バス通学定期券料金表（令和3年4月1日現在）
小樽市内線均一区間内
1か月   8,640
3 か月 24,620
4 か月 31,100

住吉神社前

オルゴール堂

至 札幌▶

小樽港
かつない
臨海公園

◀
至

 余
市

住吉神社
本願寺
小樽別院

市立病院
協会病院

南小樽

5393

17
小樽双葉
高等学校

● JR「南小樽」駅から徒歩2分
● 「住吉神社前」バス停から徒歩3分 
（高速バスも停車します）

JR
倶知安 余市 星置 手稲 琴似 札幌 石狩太美 石狩当別 江別 恵庭

6:57 7:40 7:55 7:50 7:39 7:33 6:53 6:47 7:03 6:52

高速
バス

札幌駅前ターミナル 余市駅前十字街

7:20 7:15

路線
バス

小樽駅前

8:06

●朝のHRに間に合う各駅乗車時刻の目安

ACCESS
小樽双葉高等学校までのアクセス 入学したてのころは大変でしたが、

すぐに慣れました。勉強もできます
し、疲れている時は体を休めること
もできます。
（西当別中学校出身）

最初は大変だけど
すぐ慣れますよ！

小樽双葉高等学校
学校法人 北海道龍谷学園

※2022年春から
　「当別駅」へ改称

※2022年春から
　「太美駅」へ改称


