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生徒募集要項 
 

 

 

 
●4月、10月入学 普通科高校普通課程(新入学生) 

 普通科高校普通課程(転入学生) 

  

 

●随時入学 高等学校卒業程度認定試験 合格コース 

 大学受験 対策コース 

 調理師資格取得コース（白馬本部のみ） 

 IT技術習得コース（安曇野教室のみ） 
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学校法人国際学園 星槎国際高等学校白馬キャンパス 

〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城 2940 ℡0261-85-8475 Fax050-7520-8911 
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【学院沿革】 

  2004年 8月 立準備開始、生徒募集開始 

  2005年 4月 開校 

  2005年 7月 長野県教育委員会へ技能連携施設の申請 

  2006年 3月 第 1期卒業生 3名 

  2006年 9月 長野県教育委員会より技能教育施設として認可。 

  2007年 4月 ウインタースポーツ選手サポートコース設立 

  2008年 4月 長野県高校体育連盟加盟承認 

2009年 12月 星槎大学サテライトキャンパス開設決定 

  2010年 4月 星槎大学サテライトカレッジ白馬校開校、入学式 

  2016年 4月 県外からの生徒募集、選手サポートコース休止、通学生のみ募集 

  2017年 4月 個別指導体制、白馬村教育委員会子育て支援課と連携 

  2019年 4月 延べ卒業生 60名に 

2022年 4月  安曇野教室を開設予定 

 

【理事長挨拶】 
 既成概念にとらわれ、「周りのみんなと同じように」「世間並み」「これが当たり前だから」…こんな

風に考えたことはありませんか。多様化と個性が進んだこの時代に、一番多感で大事な時期に何の目的

も無く嫌々通う３年間はとてももったいないと私たちは考えます。 

 子供たちの可能性は無限です。チャンスも無限です。誰でも人以上に優れた能力を持っているはずで

す。ただそれに気付かず一生を終えてしまうか、気付くのが遅かったと後悔するか。 

色々なことにチャレンジさせて可能性を探してみるのも一つの方法と私たちは考えます。 

また、現代社会においては高等学校の卒業資格は是非はともかく最低必要条件になっています。 

様々な事由で既存の学校では対応できない場合にチャンスがなくてよいのでしょうか。私は誰にでも教

育を受けるチャンスは平等にあるべきと考えます。何年かの回り道があっても長い人生にとって見れば

わずかな時間です。チャンスは 1度だけではありません、やり直すこともできるということです。 

 私たちは、それぞれの子供たちの特色を踏まえ、徹底した少人数と個別指導で社会順応を目指してま

いります。３年後、自信をみなぎらせ巣立っていけるよう指導してまいります。 

挫折を経験した子供が立ち直った時、彼らの心は驚くほど成長したくましくなっています。 

私も一児の父であり経験者です。お子様以上にご父兄の心労は察しいたします。 

微力ではございますが皆様の良きアドバイザーになれるよう努力してまいります。 

 

 経歴 

1952年 東京生まれ、亜細亜大学経営学部卒業  

アパレル関係会社 13年勤務、バイヤー、マーチャンダイザーを歴任 

1987年 白馬村にてヴィラ・エヴィアン開業 

2005年 白馬国際学院設立、理事長就任 

 

【教育理念】 五条の徳、八の徳  
五条の徳 仁：思いやり 義：正義の心 礼：礼儀作法 智：叡智工夫 信：信用・ 信頼 

 仁・義・礼・智・信・忠・孝・悌 

 

【指導方針】 

個別指導を基本にして、生徒の状況に合わせて確実に

高校卒業まで指導いたします。 



 

【学院紹介】  白馬国際学院はこのような学校です 

 

徹底した個別指導体制・個性を尊重した教育・型にはめない教育 

 
白馬国際学院は、既存の高等学校では困難なひとりひとりに対応した教育を実現するため

に設立いたしました。 

広域通信制高校と教育連携をしており、入学と同時に連携先である学校法人国際学園 

星槎国際高等学校に在籍し、卒業時には同校の普通科の卒業資格が得られます。スクーリ

ングでは、個別・少人数の学習を基本としており、個々の状況にあわせた学習指導を行い

ます。各種の資格や検定の受験指導なども行います。 

進路指導についても、就職・進学とも個別に対応し、細かなサポートを致します。個別

指導で、より高いレベルへチャレンジすることも可能です。 

施設面においては、子どもたちが抵抗なく通学できるように一般的な学校のイメージを

なくし、リラックスした雰囲気と縛り付けのない校風がにじみ出るよう心がけております。 

また、心理面のサポートとして専門のカウンセラーと連携し子供たちの心の支えとなる

ように配慮しております。 

白馬国際学院は、あらゆる子どもたちに教育機会を提供し、共生社会作りの一翼を担い

たいと考えております。 

 

 

【学院組織】 

 

学校法人国際学園---星槎国際高等学校---管轄 富山学習センター---白馬国際学院 

 

白馬国際学院 
学院運営 

理事会  理事長・鈴木昇 副理事長・横山幸仁 理事・横山達大 

   

 【取得資格】 

 高等学校卒業資格はもとより、調理師などの国家資格の取得も可能であり各種の検定に

チャレンジして可能性を探れます。資格取得、検定受験などは面談のうえ目標をたてて

まいります。 

  【進学】 

設立当初より最も重点を置いてきた課題です。毎年、実績を上げ国立大学の合格者が出

るまでになりました。各自の将来を話し合いながら進路指導を行っており、着実に実績に

つながっています。指定校推薦枠も増えてまいりました。今後も重点をおいて取り組んで

まいります。 
 



【コース紹介、募集要項】 

 

普通科 ４月生 10月生  

 

■ 大学、専門学校への進学を視野に 3年間 74単位を履修 

■ スクーリングとレポート提出、前後期試験にて単位習得 

■ スクーリングは個別学習指導体制により各自の進路志望によりカリキュラミング 

■ 就職志望者に 3年次インターシップ制度を活用し適性にあった就職を目指します 

■ 指定校推薦入試、公募推薦入試、AO入試にて早期合格を目指します 

■ 一般入試、センター試験入試対策授業の実施 

■ 4月生は 4月入学 3月卒業、10月生は 10月入学 9月卒業 

 

普通科 転、編入 4月生、10月生 
 

■ 高校在籍者および中退者の転編入の受け入れ 

■ 前籍校での在籍期間、取得単位により各年次に編入できます 

■ 原則として既得単位は生かされますので不足分の単位を取得すれば卒業できます 

■ 在籍期間は前籍校と合わせて 3年間になります 

但し、本校での最低在籍期間が 6ヶ月以上となります 

■ その他の点は新入生と変わりはありません 

■ 進学、就職も普通高校と同等になります 

■ 4月生は 4月入学 3月卒業、10月生は 10月入学 9月卒業 

■ その他は普通科コースに準じます 

 

履修科目 

 

国語 国語表現Ⅰ 地理歴史 世界史 芸術 美術Ⅰ 

国語表現Ⅱ 日本史 美術Ⅱ 

国語総合 地理 外国語 英語Ⅰ 

現代文 公民 現代社会 英語Ⅱ 

数学 数学基礎 倫理 リーディング 

数学Ⅰ 政治・経済 ライティング 

数学Ⅱ 理科 理科基礎 オーラルコミュニケ

ーションⅠ 

数学Ⅲ 理科総合 オーラルコミュニケ

ーションⅡ 
保健体育 体育Ⅰ 物理 総合 総合研究 

体育Ⅱ 化学 商業 文書デザイン 

保健 生物  ビジネス基礎 

スキー実習 家庭 家庭基礎 情報処理 

野外活動 情報 情報 A 職業体験 

 

 

 



普通科募集要項 
 
1. 募集生徒数  若干名 

 

2. 対象者 新入生 令和 3年 3月中学校卒業見込み者、及び既卒者 

 編入生 高等学校中退者で一部の単位を取得した者 

 転入生 高等学校在籍者または休学中の者 

 

3. 出願書類 新入生 入学願書、調査書 

 編入生 入学願書、成績・単位修得証明書、在籍証明書 

 転入生 入学願書、在学証明書、転学照会状、成績・単位修得証明書 

 

4. 選抜方法 書類審査、面接、作文 

 

5. 選抜日 個別に選考日を設定いたします。願書受付け次第通知いたします 

 

 

6. 校納金（概算） 

 

選抜料 20.000円 

入学金 200.000 円 

施設拡充費 30.000円 

単位認定料 165.000円 

教科書、教材費他 20.000円 

入学時納入額 435.000円 

＊ 納入期限に付きましてはご相談に応じます 

＊ 国民生活金融公庫学資ローンの対象になります 

＊ 各金融機関の学資ローンの対象になりますのでご相談下さい。 

       ※ 長野県次世代サポート課より年 10万円補助制度もあります。 

 

7. 授業料 月額 40.000 円 口座自動送金手続きをさせていただきます。 

 合同スクーリング（富山学習センター）送迎費を含む 

        

8. その他 制服、指定の体操着はありません。手持ちのもので結構です。 

 極力、上記範囲内で教材費は賄いますが必要が生じたときはご連絡いた

します。積立金や各会費の徴収はいたしませんので上記以外の納入金は

通常はありません。 

 

９.在宅学習 通学が困難の場合、通学ができるまでの間、在宅での学習を支援いたし

ます。 

        詳細についてはご相談ください。 

 

10. 併願 複数の高校受験が可能です。他校の合格発表の後、最終入学手続き学費

の払い込みになります。受験料のみ前納下さい。 

 



大学受験 対策コース 

 
■ 対象者 

高等学校在籍者、卒業者、高卒認定取得者 

■ 目的 

志望大学、短期大学、専門学校の受験合格のためのコース 

■ 資格 

白馬国際学院聴講生とし、高等学校在籍者は在籍の変更、重複はない 

■ 指導 

志望校の決定から受験まで情報提供と相談に応じる。 

受験対策のための学習指導と模擬試験を実施し合格の確率を向上させる。 

原則として個別指導とし、各教科の専門科目教師が指導にあたる。 

■ 通学 

本人、保護者との面談により日数、時間を決定する。 

 

 

 

大学、短大受験 対策コース募集要項 
 

1. 募集生徒数  若干名 

 

2. 対象者    受験有資格者で受験を希望する者、年齢不問 

 

3. 受付、選考  受付は随時、特に選考はしない 

 

4. 資格     白馬国際学院聴講生 

 

5. 指導料     入学金 20.000 円 

週 1日＠18.000 円 週 2 36.000 円 週 3 54.000 円 

                  口座自動送金手続きをさせていただきます。 

 

6. 指導方法   完全個別進学指導 

 

7. 教材     できるだけ個人の有するものを使用、必要に応じて購入 

 

8. 除外学部   医学部、芸術学部など特殊学部学科（可能な大学も有） 

 

9. 学習日程   個別に相談の上決定する、期間については入学時に決定する。 

 

10. 講師派遣   在宅での学習指導も可能です。指定場所（自宅も可）に教員を派遣い

たします。若干の派遣料、交通費を徴収いたします。 

 

 

 

 

 



《調理師資格試験受験コース》（白馬国際学院） 
 
 

国家資格であります調理師の資格の取得を目指します。 

通常の普通科高校のカリキュラムに加えて 

食品衛生関係法令、栄養学、調理の３分野を学習します。 

 

専門課程とは違いますので専門分野の単位認定はありません。 

在学中に受験も可能ですし、卒業後でも受験はできます。 

 

募集要項はすべて普通科に準じています。 

 
法令、栄養学 各１コマ 調理実習 ３コマ 

模擬テスト、 講習会への参加    本試験の受験というスケジュールになります。 

 

調理実習では、ホテル厨房、旅館厨房、飲食店厨房、そば店ではそば打ちなど実務を経験

して受験に備えるとともに、将来の自分の働く場所を選んでいけます。 

  
 

 

単位取得およびスクーリング方法 

毎週都合のよい日、週 1日が原則登校日です。 

宿泊スクーリングで時間を補完できます。 

あなたの都合に合わせたスクーリング方法を考え短期間での単位取得を目指します。 

 

 

 

 

http://eee.tokyo-gas.co.jp/task/kaiteki/senshin01/
http://eee.tokyo-gas.co.jp/task/kaiteki/senshin/


《IT技術習得コース》（安曇野教室） 

 
⚫ 対象生徒 

学生から大人まで 

 

⚫ 目的 

IT関連の知識を伸長させ、基礎的なパソコン関連を学習できます。 

また、特別コースは IT関連エンジニアとして社会への参加を後押しします。 

 

⚫ 特徴 

現役の最前線で活躍中の ITエンジニア及びWEBデザイナーが直接指導します。 

 

⚫ 指導講師 

 

① 竹沢達大（松本深志高校・北海道大学卒業。登録セキュリティースペシャリスト登

録番号 0207835） 

 

② 横山幸仁（松本深志高校・静岡大学卒業。ネットワークエンジニア兼システムエン

ジニア。） 

 

他数名の講師を用意しています。 

 

⚫   募集生徒 １コース５名以内 

⚫  対象者 学生及び大人 

⚫  選考 本人との面接（未成年者は保護者と生徒の同伴） 

⚫   コース   現在募集中のコースはサイトから確認してください。 

        http://hakuba.school/ 

<プログラミングコース> 

① C#プログラミングコース 

② Excel・VBA基礎コース 

③ Excel・VBA応用コース 

④ Visual Basicプログラミングコース 

⑤ Access・VBAマスターコース 

<Web制作コース> 

⑥ PHP&MySQL基本マスターコース 

⑦ ホームページ制作コース 



<Webデータベース・アプリケーションコース> 

⑧ Python・DjangoでのWEBデータベースコース 

<Office（Excel / Word / PowerPoint / Access）マスターコース> 

⑨ Excel2013/2016/2019マスターコース 

⑩ Word2013/2016/2019 マスターコース 

⑪ PowerPoint2013/2016/2019 マスターコース 

⑫ Access2013/2016/2019 マスターコース 

<国家資格取得コース> 

⑬ ITパスポート（国家資格）習得コース 

 

<ネットワークコース(ITパスポート資格所得者のみ受講可）>） 

⑭ ネットワーク構築実践コース 

⚫ 指導料 １時間 4,500 円（２時間＝１単位） 

⚫ 必要単位数 各コースに併記 

⚫ 募集期間 4 月、10 月 

 

 



 

 
 

   
 

アクセス JR白馬駅 3.7㌔ 送迎車 6分。 白馬駅より送迎いたします。 

お車の場合、R148みそら野入り口から 5分 

体験入学、進学相談、随時受け付けお電話でお申し込み下さい。

長野県教育委員会指定技能連携施設 白馬国際学院 
〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城 2940 ℡0261-85-8475 Fax050-7520-8911 

E-mail evian@grape.plala.or.jp 

mailto:evian@grape.plala.or.jp


白馬国際学院・安曇野教室 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県教育委員会指定技能連携施設 

 白馬国際学院・安曇野教室 
 

〒399-8303 長野県安曇野市穂高 4891-1 

電話番号 0263-88-7522 

Mail：info@jinstep.com 

 

 
穂高駅より 1.1ｋｍ  

徒歩 15分 

定員：生徒数 5〜8名 

 

パソコン無償貸与制度あり 

娯楽室（２F）あり 

 

 


