創造力とリーダーシップに
富んだ人材の育成をめざして
県立中高一貫教育校の概要

令和２（2020）年６月
栃木県教育委員会

県立中高一貫教育校について
中高一貫校教育のねらい
中高一貫教育は、高等学校入学者選抜、いわゆる高校入試のない６年間の学校生活の中で、
計画的・継続的な教育を行い、生徒一人一人の個性や創造性を伸ばすとともに、中学校１年
生から高校３年生までの幅広い年齢層による活動を通じて社会性や豊かな人間性を育成しよ
うとするものです。

栃木県の中高一貫教育の基本的な考え方
栃木県の中高一貫教育は、「21世紀の本県を支え、我が国、更には国際社会の発展にも貢献
できる創造性やリーダーシップに富んだ人材の育成」を目指しています。（県立高等学校再編
基本計画）
この考え方に基づき、それぞれの県立中高一貫教育校では、育成する生徒像を定め、特色
ある教育活動を展開します。

中高一貫教育校の設置時期・場所
●平成19年４月

宇都宮東高校に県立中学校を併設（宇都宮東高中高一貫教育校）

●平成20年４月

佐野高校に県立中学校を併設（佐野高中高一貫教育校）

●平成24年４月

矢板東高校に県立中学校を併設（矢板東高中高一貫教育校）

通

学

区

域

県立中高一貫教育校は、県内全域となります。

県立中高一貫教育校の形態
中高一貫教育校の形態はいくつかありますが、栃木県が導入しているのは「併設型中高一貫教育校」です。
これは、高校入試を行わずに、同一の設置者が設置する中学校と高校を接続して中高一貫教育を行うもので
あり、栃木県では、既存の県立高校内に県立中学校を新設することにより、併設型中高一貫教育校としました。
中高一貫教育校の形態としては、このほか、修業年限が６年の学校である「中等教育学校」、異なる設置者が
設置する中学校と高校（例えば、市町村立中学校と都道府県立高校など）が、連携して中高一貫教育を行う「連
携型中高一貫教育校」があります。なお、全国には令和２（2020）年３月現在、国・公・私立を合わせて、併設型496校、
中等教育学校54校、連携型90校、合計640校の中高一貫教育校があります。
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県立中高一貫教育校の学習・学校生活
●中高の６年間を基礎期、充実期、発展期の三つ

中１

の学習ステージとして捉え、計画的・継続的な

中２

中３

基礎期

教育を行います。

高１

高２

充実期

高３

発展期

●県立中高一貫教育校では、中学生と高校生が同じ敷地内で学校生活を送ります。
●教室は、中学校の教室、高校の教室とも同じ校舎内に設置します。
●理科室、音楽室、図書室、運動場などは中学校と高校で共用し、保健室、生徒会室などは
中学校と高校で別々となります。
●始業時刻、１単位時間や昼休みの時間などは、中学校と高校で基本的に同じとなります。
終業時刻は、中学校と高校で異なる日があります。
●学校行事や部活動は、中学校と高校の合同で実施するものがあります。

県立中高一貫教育校

Ｑ＆Ａ

Q1 中高一貫教育のメリットはどんなところにあるのでしょうか。
A1 高校入試のない６年間の継続した学校生活を送ることができます。そのため、６年間の計画的な教育により個

性や創造性を十分に伸ばすことができます。また、幅広い年齢層による活動により、社会性や豊かな人間性を育
成することができます。
Q2 中高一貫教育校の学期は、どのようになりますか。
A2 県立中高一貫教育校では、中高一体となった学校運営を行うため、３学期制をとり、中高でそろえています。

Q3 県立中高一貫教育校では、給食は実施されるのでしょうか。
A3 県立中高一貫教育校では、中学生と高校生が同じ校舎で学校生活を送り、時間割編成を中高で同じにするな

ど、中高一貫教育の教育効果を最大限に生かした学校運営を行うため、中高ともに給食は実施いたしません。

併設型
（同一の設置者）

高

校
（高校入試なし）

中等教育学校
（一つの学校）

（異なる設置者）

高

後期課程

（入学者の決定）

校

既存の学校
（異なる設置者）

高 校
（高校入試）

（簡単な高校入試）

前期課程

中学校
小学校

連携型

中学校
（入学者の決定）

中学校
（就学指定）

（就学指定）

小学校

小学校
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小学校

入学者選考について
入学志願資格
県立中学校に入学を志願することができるのは、入学時に保護者とともに県内に居住する児童
又は居住見込みの児童で、小学校や特別支援学校の小学部を卒業する見込みの児童又は義務教育
学校の前期課程を修了する見込みの児童等です。
（※小学校、特別支援学校の小学部、義務教育学校の前期課程を以下「小学校」という。）

募

集

定

員

●栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校
●栃木県立佐野高等学校附属中学校
●栃木県立矢板東高等学校附属中学校

105名
105名
70名

募集定員に対する男女の割合は、そのいずれかが60パーセントを超えないものとします。ただし、適
性がある児童を選定する際、男女いずれかが40パーセントに満たない場合は、この限りではありません。

入学者選考方法
入学者の選考は、適性検査、作文、面接の結果並びに小学校長が作成する「学習や生活の記録」
を資料とし、６年間の中高一貫教育で学ぶ意欲や適性等が十分にあると総合的に判断される児童
を、入学予定者として決定します。
具体的な選考の方法は次のとおりです（県立中学校生徒募集要項から抜粋）
ア

第１次審議
適性検査、作文及び面接の実施結果並びに学習や生活の記録において適性があると総合的に判断される者を
選定し、その中から適性検査並びに学習や生活の記録の各教科の学習の記録における評定の合計点の上位から
男女別に定員の40パーセント以内にある者を選び、入学予定者とします。

イ

第２次審議
第１次審議で入学予定者となった者を除いた、適性があると総合的に判断された受検者を対象とし、適性検
査、作文及び面接の実施結果並びに学習や生活の記録を十分勘案して男女の別なく入学予定者とします。

令和３（2021）年度 入学者選考日程等
募集要項の配付
「学習や生活の記録」の作成を
在籍小学校に依頼

出
適性
検査

11月中旬ごろ
までに依頼

11月30日
（月）
から
12月３日
（木）
(消印有効)

願
作文

10月１日（木）から

面接

入学予定者の決定
入学予定者選定結果の通知

1月９日
（土）

1月14日（木）

募集要項は、各県立中学校のほか、お近くの県
教育事務所、又は県教育委員会事務局高校教育課
でも配付しています。
「学習や生活の記録」は、小学校児童指導要録
に基づき、小学校５、６年生時の学習や生活の状
況を記載したもので、小学校長が作成し、入学志
願者が出願時に願書等と一緒に提出します。
●

適性検査は、課題解決能力、思考力、表現力
など、小学校の教育課程に基づく日常の学習に
よって身に付けた総合的な力をみるものです。
● 作文は、課題や資料などに対して、自分の考
えや意見をまとめ、筋道を立てて的確に文章で
表現する力などをみるものです。
● 面接は、自分の考え等を表現する力や６年間
の一貫教育で学ぶ意欲、適性などをみるもので
す。

※各県立中学校のホームページに、1月15日（金）午前10:00以降、受検番号を掲載します。
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宇都宮東高

中高一貫教育校の概要

【宇都宮東高等学校・宇都宮東高等学校附属中学校】

校

訓

育成する生徒像
●豊かな人間性と深い教養を身に付け、社会の発展に貢献できる生徒
●科学的な見方や考え方を身に付け、新しい知の創造に貢献できる生徒
●未来を切り拓く意思と実践力を身に付け、リーダーとして活躍できる生徒

特色ある教育活動
●科学的な見方や考え方（科学リテラシー）を働かせることによって、様々な分野・場面で活躍できる能力を高める学習
●リーダーシップを身に付ける学習
●読書活動や教養講座など教養を深める学習
●生徒の豊かな自己実現を支えるキャリア教育
●中高一体となった特別活動

学校の様子

学校見学会（生徒による説明）

先輩からの講話

体育祭（中高合同）

募集定員等
中学校では、105名を募集します。
高等学校では、附属中学校からの進学者を除いた55名を募集します。

学校に関する
お問い合わせ

〒321-0912 宇都宮市石井町3360-1
電 話：028-656-5155・1311
FAX：028-656-7540
e-mail：uhigashi@tochigi-edu.ed.jp
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佐野高

中高一貫教育校の概要

【佐野高等学校・佐野高等学校附属中学校】

文部科学省
校

スーパーグローバルハイスクール（SGH）指定校

訓

自主独立

育成する生徒像

進取創造

和親敬愛

自他の生命と人権を尊重し、正義と平和を愛する心をもった｢国際人として活躍できる真のリーダー｣
の育成を目指し、次のような生徒を育成します。
●豊かな教養と進取の気性に富み、真理を探究できる生徒
●高い品性と共生の心を備え、進んで社会に貢献できる生徒
●健やかな精神と身体を持ち、自己の未来を拓ける生徒

特色ある教育活動
●文化・芸術活動を柱とした教養教育
●プレゼンテーション能力育成のための英語教育
●読書活動を中心に据えた表現力・思考力の育成

●自己実現を目指したキャリア教育
●自然科学の本質に触れる理数教育
●リーダーシップ・フォロアーシップの育成

学校の様子

中高合同で行う学校行事（旭城祭）

文化芸術鑑賞（狂言）

中高合同で行う旭城大運動会

募集定員等
中学校では、105名を募集します。
高等学校では、附属中学校からの進学者を除いた55名を募集します。

学校に関する
お問い合わせ

〒327-0847 佐野市天神町761-1
電 話：0283-23-0161
FAX：0283-21-1301
e-mail：sano@tochigi-edu.ed.jp
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矢板東高

中高一貫教育校の概要

【矢板東高等学校・矢板東高等学校附属中学校】

生徒指標

育成する生徒像
「高い志を抱き、次代を力強く担うリーダーの育成」
●深い教養と高い学力を身に付け、進んで自己の道を切り拓く生徒
●他者を思いやる心深く、意欲的に社会に貢献する生徒
●心身ともに健やかで、活力にあふれ実践力のある生徒

特色ある教育活動

【矢東教養教育】

●高い知性と広い視野の獲得を目指した教育システム
●社会性をはぐくむ異年齢集団活動
●創造的な自己実現を支援するキャリア教育

●感性と表現力をはぐくむ芸術・読書活動
●国際的な視野とセンスを培う文化理解教育

学校の様子

イングリッシュキャンプ

中高合同体育大会

伝統文化教室（華道）

募集定員等
中学校では、70名を募集します。
高等学校では、附属中学校からの進学者を除いた90名を募集します。

学校に関する
お問い合わせ

〒329-2136 矢板市東町4-8
電 話：0287-43-1243
FAX：0287-43-4268
e-mail：yaitahigashi@tochigi-edu.ed.jp
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令和３(2021)年度栃木県立中学校生徒募集要項及び出願書類の配付について
●配付時期：令和２（2020）年10月１日(木)から配付
●配付方法：① 直接来校又は来庁による請求
② 郵送による請求
①

直接来校又は来庁して請求する場合
県立中学校に直接来校して請求する場合は、入学を志願しようとする県立中学校に来校してください。

【配付場所】（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）
各県立中学校 〔配付時間：9時00分から15時00分まで〕
栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校
栃木県立佐野高等学校附属中学校
栃木県立矢板東高等学校附属中学校

宇都宮市石井町3360-1
佐野市天神町761-1
矢板市東町4-8

028（656）5155
0283（23）0161
0287（43）1243

県教育委員会・教育事務所 〔配付時間：8時30分から17時15分まで〕
栃木県教育委員会事務局高校教育課
宇都宮市本町3-9
〃
河内教育事務所
宇都宮市竹林町1030-2
〃
上都賀教育事務所
鹿沼市今宮町1664-1
〃
芳賀教育事務所
真岡市荒町116-1
〃
下都賀教育事務所
栃木市神田町6-6
〃
塩谷南那須教育事務所 矢板市鹿島町20-22
〃
那須教育事務所
大田原市中央1-9-9
〃
安足教育事務所
佐野市堀米町607

栃木県庁南別館
栃木県庁河内庁舎
栃木県庁上都賀庁舎
栃木県庁芳賀庁舎
栃木県庁下都賀庁舎
栃木県庁塩谷庁舎
栃木県庁那須庁舎
栃木県庁安蘇庁舎

028
（623）3382
028
（626）
3182
0289
（62）
7167
0285
（82）3324
0282
（23）3422
0287
（43）0176
0287
（23）2177
0283
（23）
1471

※

生徒の登下校時の安全確保のため、県立中学校と県教育委員会・教育事務所では、配付時間が異な
りますので御注意ください。

②

郵送により請求する場合
郵送により請求する場合は、封筒の表面の宛て名の左側に「○○○高附属中願書請求」と朱書きしたも
のに、返信用封筒（角形２号33.2cm×24.0cmの封筒に送付先を明記し、140円切手を貼り付けてください。
折りたたみ可能です。）を入れ、入学を志願しようとする県立中学校に送付してください。

宇都宮東高等学校附属中学校

佐野高等学校附属中学校

矢板東高等学校附属中学校

日時：令和２
（2020）
年８月１日
（土）
10：00～11：30
（受付９：30～）
対象：保護者（各家庭１名のみ参加可）
場所：栃木県教育会館

日時：令和２
（2020）
年８月８日
（土）
①10:00～11:00（受付9:30～）
対象：佐野市内在住の児童・保護者
②13:30～14:30（受付13:00～）
対象：佐野市外在住の児童・保護者
場所：佐野市文化会館

日時：令和２
（2020）
年８月２日
（日）
10：30～12：00
（受付10：00～）
対象：児童・保護者
場所：矢板東高等学校附属中学校

〈学校見学会〉
９月27日（日）９：00～11：00
（受付９：00～10：00）
対象：児童・保護者

〈学校見学会〉
９月６日（日）９：40～14:40
（受付［午前］9:30～［午後］12:50～）
対象：児童・保護者

〈学校見学会〉
10月18日
（日）９：40～12：40
（受付９：30～）
対象：児童・保護者

各学校の教育内容や学校生活の概要の紹介、入学者選考についての説明を行います。
受検をお考えの方はぜひ御参加ください。事前のお申込みは不要です。
なお、参加される際は、マスクの着用をお願いします。
実施内容の変更等がある場合、各学校及び県のホームページにてお知らせいたします。

県立中高一貫教育校全般についてのお問い合わせ先
栃木県教育委員会事務局高校教育課指導担当

〒320-8501 宇都宮市塙田１-１-20
電話：028-623-3382／FAX：028-623-3393
E-mail：kokokyoiku@pref.tochigi.lg.jp

