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本校は、学園の創始者石山休三・ツ子夫妻が、「博愛・自由・
平等」の精神を理念として、1923年に創立。
福音主義キリスト教宗教教育を通して、自由な思想と、豊花
な情操を養う人間教育を目指しつつ、徐行不休の心と、思い
やりの心を培い、多くの知識を体得し、個性の伸長と、自己
の確立を図り、健康で意欲的な人財の育成に努めている。

●国際基督教大学 (ICU)

●東北学院大学
●弘前学院大学
●聖学院大学
●東洋英和女学院大学
●大阪女学院大学
●長崎外国語大学
●沖縄キリスト教学院大学
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キリスト教学校教育同盟校への推薦入試制度

本校は、全国のプロテスタント系学校102法人で構成され ている「キリスト教学校教育同盟 」 に加盟しています。

同盟校の生徒を対象とする総合型選抜（推薦入試）制度を利用し、国際基督教大学や青山学院大学をはじめ、

様々な大学への進学を実現することが可能です。

（ 同盟指定校推薦大学 】
●青山学院大学
●宮城学院女子大学
●敬和学園大学
●共愛学園前橋国際大学
●広島女学院大学
●山梨英和大学
●聖隷クリストファ ー大学
●西南学院大学

●桜美林大学
●尚絹学院大学
●北陸学院大学
●平安女学院大学
●中部学院大学
●金城学院大学
●活水女子大学
●三育学院大学 他

道徳教育とキリスト教

本校における道徳教育は、教育基本法の制定後にキリスト教「プロテス

タント」の教えを通した人間形成を目的に取り入れられ、礼拝や聖書の

授業を行っています。

プロテスタントは聖書中心主義ですので校内にマリア像や聖人像はな

く、十字を切ることもありません。

聖書の解釈は個人の良心に任され、常に信仰の自由を尊重しています。

［ 同盟大学合格実績 ］ 
●国際基督教大学 (ICU)

●宮城学院女子大学
●関東学院大学
●東北学院大学

●桜美林大学
●聖学院大学
●明治学院大学
●青山学院大学

竺青山学院大学

益戸翔多さん
会津北嶺高等学校

普通科特別進学コ ース
2020年3月卒業

会津美里IBJ立
本郷中学校出身

新潟県立大学

IJ傭山紗紅楽さん

会津北嶺高等学校
普通科特別進学コ ース

2022年3月卒業
会津美里町立

本郷中学校出身

配一
会津大学

諸橋純太さん

会津北嶺高等学校
普通科特別進学コ ース

2020年3月卒業
会津若松市立

第五中学校出身

北嶺で過ごした時間が今の私につながっています

会津北嶺高校に入学して本当に良かっ

た。心からそう思います。なぜなら北

嶺でしか経験できない事をたくさん体

験できたからです。

私は百人一 首部に所属し、仲間たちと

青春を匿歌しました。それに、オ ー スト

ラリア研修や台湾研修にも参加し、

様々な背景を持つ現地の方と出会い

の中で価値観や文化の違いを理解し、

博愛の精神を教えてくれた

北嶺高校の3年間

私が青山学院大学に進 現代を生きる私たちに
学 したのは高校時代に とって非常に大切な 考
礼拝や聖書等を通して え方だと思います。今
生き方やものの 考え方 はオンライ ン授業で大
につい て深 く学んだの 学 へ通え て い ません
が きっかけでした。 人 が 、 自 分 から学ぼうと
間形成や博愛の精神を す る気持ちを忘れず、
養うことに重きを置く 国や文化の違いにしば
キリストの教えは会津 られな いキリスト教 の
北嶺高校と青山学院大 教えと経済学の 知識を
学 の両校に共通し、多 社会の為に役立 ててい
くの社会問題を抱える きたいです。

あらゆるチャレンジが

国公立大学合格の原動力に
高校では部活動や生徒 います。夢は管理栄養士
会活動など、様々な事に として社会で活躍する事
挑戦しながら受験へ向け です。今後は大学で専門
た準備を進める事がで 知識を得ながら子ども食
きました。毎日楽しみな 堂等のボランティアを経
がら志望校合格の目標 験し管理栄養士に必要
を達成する事ができたの な社会性を得たいです。
は北嶺の恵まれた環境の 時に苦労もあリますが、
おかげだと思います。課 どんなに苦しくともその
題に苦労する事もありま 先に道があります。後輩
すが、大学でも親身にし の皆さんも自分を応援し
て下さる先生方の支えで てくれる人を大切にして
充実した毎日を過ごせて 頑張って下さい。

英語に親しんだ北嶺の経験が

大学生活に生きています
将来教員になりたいと考 活を過ごせたと思いま
えてい た私は、数学と情 す。コロナの影響を受け
報の両方の教員免許が る前だった事 も あって
取得できる会津大学を 1ヶ月閻の海外研修に参
志望 し受験を決めまし 加できたのは、約4割が
た。会津北嶺高校の特別 海外出身の先生 という
進学コ ースの選択授業で 会津大学 の環境で大変
は理系の科目を選んで 役立っています し、厳し
積極的に勉強し、バドミ い大学受験を乗り越えら
ントン部の活動も3年閻 れた経験は努力が良い
続け、各種大会に出場し 結果を導くという自信に
ました。忙しい 毎日でし 繋がりました。今後も頑
たが文武両道の高校生 張っていきたいです。

自分の視野を大きく広げることができ

ました。

そうした出会いや経験の全てはかけが

えのない財産になり、自分の未来を見

据える事につながったと思います。国

際基督教大学では海外の幼児教育に

関する最新の実践を学び、国内の教育

に応用する方法を研究していきたいと

考えています。

国立新潟大学
農学部

石山芙海さん

会津北嶺高等学校
普通科特別進学コ ース

2021年3月卒業
喜多方市立

第二中学校出身

国立宮城教育大学

籾山千笑実さん

会津北嶺高等学校
普通科特別進学コ ース

2021年3月卒業
会津若松市立

第四中学校出身

会津大学
短期大学部

管家愛珠さん
会津北嶺高等学校

普通科特別進学コ ース
2022年3月卒業

会津若松市立
第ー中学校出身

会津北嶺高校で過ごし
た3年間には修 学旅行
や球技大会など 様々な
行事がありましたが、毎
日 の何気な い時間が一

番の思い出になったと
思います。 ボランティア
や球技大会、文化祭等、
楽しい思い出にあふれ
た高校生活でした。
私は1年生 の頃から大
学受験を目標として主

国際基督教大学

嘉藤英里さん
会津北嶺高等学校

普通科特別進学コ ース
2021年3月卒業

会津若松市立
第三中学校出身

仲間と 一緒に乗り越えた
国立大学受験

体的に学 習に取り組み
ました。先生 方が受験
対策として多くの宿題
を出し特別講座をして下
さったのを、当時は大変
に感じましたが、今思う
と大変有難かったと思
います。国立大学合格と
いう大きな目標を果 た
せたのは、周り の環境
のおかげだったと思い
ます。

高校でできた最高の仲間たち

会津北嶺高校にはた く まで頑張 れました。
さんの出会 い が ありま 様々な価値観や考え方
し た。クラスメイトや を 学 び、勉強だけで な
部活の仲間、先生 方や く学校生活でも力強い
校外 の行事でできた仲 サポ ート受け、精神的
間等、挙げ た らきり が に大き く成長する事が
あ りません。 そ の ど こ できたと思います。会
を 切り 取ってもた くさ 津北嶺高校での経験が
んの思い出が浮かびま 国立大学合格という大
す 。 ど ん な 時 も励まし きな目標を 実現させ、
合い 、寄り添い 、背中 人 生を農かにしてくれ
を押してくれた、そんな ました。 支 え て く れ た
最高 の

“

仲間 ＂ が い た 皆さんに感謝します。
から、受験勉強も最後

信頼関係を築ける幼児保育者
を目指して頑張っています
大学生として生活し2ヶ や遊びを通した学び等に
月が経ちました。課題や つい て知識を深め、実習
ピアノ練習等で大変な事 で実践的な動きを学びた
もありますが大学でも充 いと考えています。 北嶺
実した毎日を週ごす事が で過ごした時間は私に
できています。私の目標 とって一生のものです。
は幼児保育者として働い 第一志望に合格できたの
て保護者の方と信頼関係 は周りの友人や先生が受
を築き、子ども達がいつ 験相談や面接練習でい
か思い出してくれるよう つも丁寧に支えてくれた
な立派な先生になる事で からです。おかげで夢に
す。その 実現のため今後 近づく事ができました。
も年齢別の子どもの発達 心から感謝しています。
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