
・・学 科学 科　　生産科学科（農業）／総合ビジネス科（商業）生産科学科（農業）／総合ビジネス科（商業）
・・所 在 地所 在 地　　深川市８条５番10号・深川市８条５番10号・電話番号電話番号　　☎23-3561☎23-3561
・ホームページ・ホームページ　　http://www.fukatoko.hokkaido-c.ed.jp/http://www.fukatoko.hokkaido-c.ed.jp/

深川西高等学校深川西高等学校

●●４年制大学・短期大学４年制大学・短期大学
北海学園大学・北星学園大学・札幌学院大学・札幌大学・北北海学園大学・北星学園大学・札幌学院大学・札幌大学・北
海道医療大学・札幌保健医療大学・北海道科学大学・東京海道医療大学・札幌保健医療大学・北海道科学大学・東京
農業大学・拓殖大学北海道短期大学ほか農業大学・拓殖大学北海道短期大学ほか

●●看護系看護系
深川市立高等看護学院・砂川市立病院附属看護専門学校・深川市立高等看護学院・砂川市立病院附属看護専門学校・
滝川市立高等看護学院・深川医師会附属准看護学院ほか滝川市立高等看護学院・深川医師会附属准看護学院ほか

※令和４年度入試の実績主な指定校推薦

●●進学進学
小樽商科大学・室蘭工業大学・北海道教育大学旭川校・公小樽商科大学・室蘭工業大学・北海道教育大学旭川校・公
立千歳科学技術大学・釧路公立大学・名寄市立大学・高崎立千歳科学技術大学・釧路公立大学・名寄市立大学・高崎
経済大学・北海学園大学・北星学園大学・北海商科大学・藤経済大学・北海学園大学・北星学園大学・北海商科大学・藤
女子大学・拓殖大学北海道短期大学・天使大学・深川市立女子大学・拓殖大学北海道短期大学・天使大学・深川市立
高等看護学院・旭川市立高等看護学院ほか高等看護学院・旭川市立高等看護学院ほか

●●就職就職
北海道職員・深川市職員・北海道警察・北空知信用金庫・き北海道職員・深川市職員・北海道警察・北空知信用金庫・き
たそらち農業協同組合・㈱樋口組・空知ガス㈱・日本郵政㈱・たそらち農業協同組合・㈱樋口組・空知ガス㈱・日本郵政㈱・
北海道中央病院・JA北海道厚生連旭川厚生病院ほか北海道中央病院・JA北海道厚生連旭川厚生病院ほか

※過去３年間の実績主な進学・就職先

　地域の未来を担う人材を育成する深川東高等学校と深川西高等学校
は、本市にとって重要な存在です。今月は、両校の魅力ある学校行事と
生徒の夢の実現などに向け、本市が行う支援内容などについて紹介します。

・・学 科学 科　　普通科普通科
・・所 在 地所 在 地　　深川市西町７番31号・深川市西町７番31号・電話番号電話番号　　☎23-2263☎23-2263
・ホームページ・ホームページ　　http://www.hukagawanishi.hokkaido-c.ed.jp/http://www.hukagawanishi.hokkaido-c.ed.jp/

深川東高等学校深川東高等学校

●●短期大学短期大学
拓殖大学北海道短期大学・國學院大学北海道短期大学・拓殖大学北海道短期大学・國學院大学北海道短期大学・
旭川大学短期大学部・札幌国際大学短期大学部・札幌北旭川大学短期大学部・札幌国際大学短期大学部・札幌北
翔大学短期大学部・北海道武蔵女子短期大学・函館大谷翔大学短期大学部・北海道武蔵女子短期大学・函館大谷
短期大学ほか短期大学ほか

●●４年制大学４年制大学
小樽商科大学・北海学園大学・札幌大学・札幌学院大学・札小樽商科大学・北海学園大学・札幌大学・札幌学院大学・札
幌国際大学・北翔大学・酪農学園大学・北海道情報大学・北幌国際大学・北翔大学・酪農学園大学・北海道情報大学・北
海道医療大学・星槎道都大学ほか海道医療大学・星槎道都大学ほか

●●進学進学
北海道情報大学・旭川大学・拓殖大学北海道短期大学・旭北海道情報大学・旭川大学・拓殖大学北海道短期大学・旭
川大学短期大学部・深川医師会付属准看護学院・旭川大学川大学短期大学部・深川医師会付属准看護学院・旭川大学
情報ビジネス専門学校・旭川福祉専門学校・大原簿記情報情報ビジネス専門学校・旭川福祉専門学校・大原簿記情報
専門学校・日本工学院北海道専門学校ほか専門学校・日本工学院北海道専門学校ほか

●●就職就職
北空知信用金庫・きたそらち農業協同組合・北いぶき農業協同北空知信用金庫・きたそらち農業協同組合・北いぶき農業協同
組合・㈱日の出会館・小川組土建㈱・㈱ルーラルエンジニア・組合・㈱日の出会館・小川組土建㈱・㈱ルーラルエンジニア・
清水物産㈱・㈱深川振興公社・㈱北菓楼・野口観光㈱・北海清水物産㈱・㈱深川振興公社・㈱北菓楼・野口観光㈱・北海
道旅客鉄道㈱・陸上自衛隊自衛官候補生ほか道旅客鉄道㈱・陸上自衛隊自衛官候補生ほか

主な進学・就職先 ※過去３年間の実績
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市内公立高校特集市内公立高校特集

未来未来をを育む！育む！充実充実のの学校ライフ学校ライフ

　資格取得のための養成講座の受講料や、英語　資格取得のための養成講座の受講料や、英語
力強化のためのテスト受験料などを助成します。力強化のためのテスト受験料などを助成します。

【昨年度の実績】 【昨年度の実績】 
　《東高》  各種検定試験問題集などの教材費　《東高》  各種検定試験問題集などの教材費
　《西高》  GTEC（英語４技能検定）受検料（１　《西高》  GTEC（英語４技能検定）受検料（１

人3,380円を154人に助成）、スタディ人3,380円を154人に助成）、スタディ
サポート受験料（１人1,680円を25人サポート受験料（１人1,680円を25人
に助成）に助成）

　各種模擬試験や各種資格取得試験の受験　各種模擬試験や各種資格取得試験の受験
（検）料を助成します。（検）料を助成します。
【昨年度の実績】 【昨年度の実績】 
　《東高》  簿記検定、珠算･電卓検定、ビジネ　《東高》  簿記検定、珠算･電卓検定、ビジネ

ス文書検定、情報処理検定などの受ス文書検定、情報処理検定などの受
検料（１回1,000円～5,000円程度を検料（１回1,000円～5,000円程度を
延べ463人に助成）延べ463人に助成）

　《西高》  大学模擬試験、看護模擬試験、公　《西高》  大学模擬試験、看護模擬試験、公
務員模擬試験、英語検定などの受験務員模擬試験、英語検定などの受験

（検）料（１回500円～5,000円程度を（検）料（１回500円～5,000円程度を
延べ723人に助成）延べ723人に助成）

模擬試験・資格取得試験の助成模擬試験・資格取得試験の助成学力向上に向けた助成学力向上に向けた助成

　通学距離が片道６km以上の生徒の通

　通学距離が片道６km以上の生徒の通

学定期券購入代金の一部を助成します。

学定期券購入代金の一部を助成します。

助成額は定期券購入代金から一定額（鉄

助成額は定期券購入代金から一定額（鉄

道 月3,000円、バス 月5,000円）を差し引

道 月3,000円、バス 月5,000円）を差し引

いた額の３分の１（１人年額５万円限度）。

いた額の３分の１（１人年額５万円限度）。

【昨年度の実績】 
【昨年度の実績】 

　東高生25人、西高生56人に助成。

　東高生25人、西高生56人に助成。

通通
助助学学 通通費費交交 成成 　生徒の将来の目標や意識付けのために学校が

　生徒の将来の目標や意識付けのために学校が開催する進路講話などの事業経費を全額助成し
開催する進路講話などの事業経費を全額助成します。ます。

【昨年度の実績】 【昨年度の実績】 　《東高》 芸術鑑賞事業、進路研修
　《東高》 芸術鑑賞事業、進路研修　《西高》 カタリ場（大学生との意見交換）事業
　《西高》 カタリ場（大学生との意見交換）事業

将来の目将来の目 助助成成けけ識識意意・・標標 付付

　深川自動車学校に入学し普通自動車運転免許
　深川自動車学校に入学し普通自動車運転免許を取得した場合に、教習費用の10％が助成される
を取得した場合に、教習費用の10％が助成される対象校です。対象校です。

【昨年度の実績】  【昨年度の実績】  　東高生11人、西高生49人に助成。
　東高生11人、西高生49人に助成。

運運転転 許許免免 成成助助得得取取

　拓殖大学北海道短期大学の地域振
　拓殖大学北海道短期大学の地域振

興特別奨学生に合格し、同短期大学へ
興特別奨学生に合格し、同短期大学へ

入学した場合に、学費が免除される対
入学した場合に、学費が免除される対

象校です。象校です。
【昨年度の実績】 【昨年度の実績】 
　 １年生23人、２年生20人分の授業料な
　 １年生23人、２年生20人分の授業料な

ど１人年間約100万円を免除。
ど１人年間約100万円を免除。

地地 のの 援援へへ 支支学学 進進大大元元 学学

問合先　学務課管理係（☎26-2332）問合先　学務課管理係（☎26-2332）

※令和４年度入試の実績主な指定校推薦

　深川西高等学校は、北空知で唯一の全日制普通科高　深川西高等学校は、北空知で唯一の全日制普通科高
校です。本校では、類型（コース）科目選択制など一人ひとり校です。本校では、類型（コース）科目選択制など一人ひとり
の進路目標に合わせた指導を独自の学び「F-ラーニング」の進路目標に合わせた指導を独自の学び「F-ラーニング」
として総合的に展開しています。行事では、生徒会を中心にとして総合的に展開しています。行事では、生徒会を中心に
生徒が主体となり企画・運営を行っており、３大行事である生徒が主体となり企画・運営を行っており、３大行事である

コーラス大会や学校祭、さらには体育祭の取り組みを通して、コーラス大会や学校祭、さらには体育祭の取り組みを通して、
生徒の自主性や協調性を向上させるとともに仲間との絆の大生徒の自主性や協調性を向上させるとともに仲間との絆の大
切さを体感することができます。切さを体感することができます。
　また、全校生徒の約６割が勉強と両立しながら部活動に参　また、全校生徒の約６割が勉強と両立しながら部活動に参
加し、好成績を収めるなど充実した学校生活を送っています。加し、好成績を収めるなど充実した学校生活を送っています。

　深川東高等学校は、農業と商業の各分野に特化した実　深川東高等学校は、農業と商業の各分野に特化した実
践的な知識と技術を学ぶことができる専門高校です。践的な知識と技術を学ぶことができる専門高校です。
　農業分野の「生産科学科」では、農産物や草花の生産　農業分野の「生産科学科」では、農産物や草花の生産
から管理、販売までの一連の流れを学び、６次産業化に対から管理、販売までの一連の流れを学び、６次産業化に対
応した知識を得ることができます。応した知識を得ることができます。

　商業分野の「総合ビジネス科」では、経理や経営につい　商業分野の「総合ビジネス科」では、経理や経営につい
てコンピュータを活用した分析能力を養う学習により、ビジネてコンピュータを活用した分析能力を養う学習により、ビジネ
スに必要な知識と技術を総合的に学び、さらに実践的な販スに必要な知識と技術を総合的に学び、さらに実践的な販
売実習などを経験することで、地域社会で活躍する力を身に売実習などを経験することで、地域社会で活躍する力を身に
付けることができます。付けることができます。
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春秋 夏冬３３月月MarMar
１１月月
JanJan

２２月月
FebFeb

1212月月
DecDec

1111月月
NovNov

1010月月
OctOct

４４月月
AprApr

７７月月
JulJul

９９月月
SepSep

８８月月
AguAgu

６６月月
JunJun

５５月月
MayMay

・入学式・入学式
・対面式・対面式
・宿泊研修（1年生）・宿泊研修（1年生）

・高体連支部大会壮行会・高体連支部大会壮行会
・コーラス大会・コーラス大会

　学級ごとに自由曲、学年ごと　学級ごとに自由曲、学年ごと
に課題曲を歌い、最後に全校生に課題曲を歌い、最後に全校生
徒が気持ちを一つにして合唱を徒が気持ちを一つにして合唱を
行います。入学・クラス替え後の行います。入学・クラス替え後の
時期に実施することで、生徒間の時期に実施することで、生徒間の
親睦を深める狙いも！親睦を深める狙いも！

・高体連全道大会壮行会・高体連全道大会壮行会
・前期中間考査・前期中間考査

・学校祭・学校祭
・locus（２年生）・locus（２年生）
・夏期講習・夏期講習

・基礎力テスト・基礎力テスト
・体育祭・体育祭

・前期期末考査・前期期末考査
・カタリ場（１年生）・カタリ場（１年生）
・出前授業・出前授業
・生徒会役員選挙・生徒会役員選挙

・芸術鑑賞・芸術鑑賞
・locus（１年生）・locus（１年生）
・卒業記念植樹（３年生）・卒業記念植樹（３年生）
・見学旅行（２年生）・見学旅行（２年生）

・カタリ場（２年生）・カタリ場（２年生）
・後期中間考査・後期中間考査・冬期講習・冬期講習

・基礎力テスト・基礎力テスト
・スキー授業・スキー授業・学年末考査・学年末考査

・卒業式・卒業式
・球技大会・球技大会
・修了式・修了式

　人工知能（AI）の適性診　人工知能（AI）の適性診
断によりマッチングした断によりマッチングした
地元企業で職場体験を行地元企業で職場体験を行
い、地域の課題や魅力をい、地域の課題や魅力を
発見しながら進路選択に発見しながら進路選択に
役立てる先進的な取り組役立てる先進的な取り組
みです！みです！

学学校行事校行事

・入学式・入学式
・対面式・対面式
・宿泊研修（1年生）・宿泊研修（1年生）

・生徒総会・生徒総会
・春季生産物即売会・春季生産物即売会
・高体連支部大会壮行会・高体連支部大会壮行会

・前期中間考査・前期中間考査
・商業各種検定・商業各種検定
・全道ワープロ大会・全道ワープロ大会
・青空園芸教室・青空園芸教室
・インターンシップ（２年生）・インターンシップ（２年生）

・深東祭・深東祭・ガス溶接技能講習・ガス溶接技能講習
・インターンシップ発表会   ・インターンシップ発表会   
 （２年生） （２年生）
・模擬面接開始（３年生）・模擬面接開始（３年生）

・前期期末考査・前期期末考査
・地域見学（１年生）・地域見学（１年生）
・秋季生産物即売会・秋季生産物即売会
・「食べマルシェ」出店・「食べマルシェ」出店
・生徒会役員選挙・生徒会役員選挙
・夏期体育大会・夏期体育大会

　クラス対抗で大縄跳びや玉入　クラス対抗で大縄跳びや玉入
れ、借り人競争をなどを行い、優れ、借り人競争をなどを行い、優
勝を目指します。部活動対抗リ勝を目指します。部活動対抗リ
レーは毎年白熱！レーは毎年白熱！

　開会式での応援団による　開会式での応援団による
迫力ある口上や手作りのあ迫力ある口上や手作りのあ
んどんを担ぎまちなかを歩くんどんを担ぎまちなかを歩く
あんどん行列などを実施してあんどん行列などを実施して
おり、毎年大いに盛り上がりをおり、毎年大いに盛り上がりを
見せています！見せています！

　全校生徒の約６割が勉強　全校生徒の約６割が勉強
と両立させて部活動に励んと両立させて部活動に励ん
でおり、14ある部局の多くがでおり、14ある部局の多くが
全道大会に出場！陸上部は全道大会に出場！陸上部は
毎年全国大会にも出場して毎年全国大会にも出場して
います！います！

　２・３年生の大学進学希望　２・３年生の大学進学希望
を対象としたオンライン学を対象としたオンライン学
習ツール「スタディサプリ」習ツール「スタディサプリ」
を導入！を導入！

　長期休暇（夏・冬休み）や　長期休暇（夏・冬休み）や
放課後を利用した講習会な放課後を利用した講習会な
ど充実した学習サポート体ど充実した学習サポート体
制で学力アップ！制で学力アップ！

　総合体育館のメイン・サブア　総合体育館のメイン・サブア
リーナのコートを貸し切りで開催！リーナのコートを貸し切りで開催！
１・２年生が進級に向け、団結力１・２年生が進級に向け、団結力
を深めます。を深めます。

・校外清掃ボランティア・校外清掃ボランティア
・見学旅行（２年生）・見学旅行（２年生）

・後期中間考査・後期中間考査
・商業各種検定・商業各種検定

・卒業式・卒業式
・進路学習・進路学習
・修了式・修了式

・学年末考査・学年末考査
・ コミュニケーション・ コミュニケーション
スキルアップスキルアップ

・実績発表大会・実績発表大会
・課題研究成果発表会・課題研究成果発表会
・冬期体育大会・冬期体育大会

　１・２年生の早い段階から将来の　１・２年生の早い段階から将来の
目標や進路希望を意識できるよう目標や進路希望を意識できるよう
に、道内の大学生を講師に迎え、自に、道内の大学生を講師に迎え、自
らの進路体験や高校時代の取り組らの進路体験や高校時代の取り組
みについて語ってもらいます。また、みについて語ってもらいます。また、
世代の近い先輩にしかできない相世代の近い先輩にしかできない相
談や質問により、リアルな声を聞くこ談や質問により、リアルな声を聞くこ
とで、進路や将来への不安解消にとで、進路や将来への不安解消に
もつながります。もつながります。

　地元企業など約　地元企業など約
20社での職場体験20社での職場体験
を実施します。を実施します。
　当日だけでなく、　当日だけでなく、
事前・事後指導とし事前・事後指導とし
て、企業へのあいさて、企業へのあいさ
つ作法や８月に成つ作法や８月に成
果発表会を行い、自果発表会を行い、自
身の将来像を探求身の将来像を探求
します。します。

　部活動では、少人数なが　部活動では、少人数なが
らも13部局が全道大会出らも13部局が全道大会出
場を目指し、精力的に活動場を目指し、精力的に活動
しています！しています！

　商業クラブでは、ワープ　商業クラブでは、ワープ
ロの全道大会へ毎年出場しロの全道大会へ毎年出場し
ています！ています！

・後期期末考査・後期期末考査
・スキー授業・スキー授業
・ どさんこ子ども  ・ どさんこ子ども  

地区会議地区会議
・商業各種検定・商業各種検定

　旭川市で開催される　旭川市で開催される
食の市場「北の恵み食食の市場「北の恵み食
べマルシェ」に出店し、べマルシェ」に出店し、
生徒が企画した「りん生徒が企画した「りん
ごラムネ」をはじめとすごラムネ」をはじめとす
るさまざまな商品を生るさまざまな商品を生
徒自身が販売します！徒自身が販売します！

　年間を通じて就職や進学　年間を通じて就職や進学
を有利に進める資格を多数を有利に進める資格を多数
取得できます。スキルを磨き、取得できます。スキルを磨き、
難関の各種資格１級の取得難関の各種資格１級の取得
を目指そう！を目指そう！

　農・食への関心を深めることを目　農・食への関心を深めることを目
的に、４月から各チームに分かれて的に、４月から各チームに分かれて
栽培や食品加工などに関する研究栽培や食品加工などに関する研究
を進め、その成果を発表します！校を進め、その成果を発表します！校
内で選ばれた代表チームが北北海内で選ばれた代表チームが北北海
道大会に出場し、勝ち抜くと農業高道大会に出場し、勝ち抜くと農業高
校の甲子園「農業クラブ全国大会」校の甲子園「農業クラブ全国大会」
へ出場できます。へ出場できます。
　このほか、「技術競技大会」や「意　このほか、「技術競技大会」や「意
見発表大会」にも出場しており、そ見発表大会」にも出場しており、そ
れぞれ全国大会出場れぞれ全国大会出場
を目指し、勉学にを目指し、勉学に
励みます！励みます！

　ステージ発表や映像作品コンテスト、クラスTシャツ・　ステージ発表や映像作品コンテスト、クラスTシャツ・
ポロシャツコンテストなどの催しをクラス対抗で開催！ポロシャツコンテストなどの催しをクラス対抗で開催！
どれも各クラスが決めたテーマに沿って一から創り上どれも各クラスが決めたテーマに沿って一から創り上
げるので、達成感があり仲間との団結力が強まる！げるので、達成感があり仲間との団結力が強まる！ 　生徒自らが生産した　生徒自らが生産した

野菜や花苗などを販売野菜や花苗などを販売
します。販売の際には、します。販売の際には、
商品の説明も交えつつ、商品の説明も交えつつ、
市民のみなさんとの交市民のみなさんとの交
流も大切にし、温かい空流も大切にし、温かい空
間が広がります。間が広がります。

生産科学科

総合ビジネス科

　地域の課題について調査・分　地域の課題について調査・分
析を行い、地域活性化の方策析を行い、地域活性化の方策
を発表します。特産品や企業とを発表します。特産品や企業と
連携した商品開発など、実際の連携した商品開発など、実際の
ビジネスを体験できます！ビジネスを体験できます！

総合ビジネス科

生産科学科
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