
山口県立下関中等教育学校
2020年度学校案内

６つの特色ある教育活動「飛翔プロジェクト」

６年一貫の落ち着いた学習環境で 
「総合的な人間力」と「高い学力」を伸ばします！

Shimonoseki Secondary School 

大学・地域連携

総合学習「海峡学」サイエンス教育

国際教育 人間教育

学力育成

令和２年度入学者選抜について

本校へのアクセス

応募資格：保護者の住所が県内にある者で、
　　　　　令和２年３月に小学校等を卒業する見込みのもの
出願期間：令和２年１月７日（火）から１月１０日（金）午後5時まで
選考検査：面接（個人面接）、記述式の課題１及び記述式の課題２
期　　日：令和２年１月18日（土）
会　　場：山口県立下関中等教育学校

山口県立下関中等教育学校
〒750－0072　山口県下関市彦島老町二丁目 21 番 1 号
TEL：083－266－4100　　FAX：083－266－5501

【学校公式 HP】　http://www.s-chuto.ysn21.jp
問い合わせ先：教頭（高橋・宇野）

※　過去の検査問題など詳しい情報は、山口県教育委員会のホームページをご覧ください。
　　　https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a50300/index/

【自家用車利用の方】
中国自動車道下関 IC から
約 20 分（8km）

【公共交通機関利用の方】

新山口　6:42
　宇部　7:06
小野田　7:10
　厚狭　7:16
　埴生　7:23
　小月　7:29
　下関　7:50

　　小串　6:50　7:11
川棚温泉　6:55　7:16
　黒井村　6:58　7:20
　　吉見　7:09　7:34
　　安岡　7:18　7:43
　綾羅木　7:24　7:49
　　下関　7:34　7:59

山陽本線 山陰本線

下関駅
7:50
7:54
7:55
7:58
8:02
8:05

老山公園口
8:00
8:02
8:03
8:06
8:10
8:15

スクール便
竹の子島行き

東圧正門前行き
東圧正門前行き

竹の子島行き
スクール便

横野発
7:10

7:17

老山公園口
7:50

7:50

スクール便
（中山神社経由）

スクール便

－ 下関駅から約10分(2.5km) －

JR 時刻表

バス時刻表

R1.5 現在
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本校の落ち着いた学習環境で学びませんか？



○2回生で中学校内容を修了
○3回生5月まで中学校の総復習

○3回生の5月で中学校内容を修了
○3回生7月まで中学校の総復習

○英検準2級取得目標

○3回生のうちに高校1年で学習する
　「現代社会」の8割を修了

○3回生のうちに高校1年で学習する
　「化学基礎」の5割を修了

数学

英語

社会

○「数学Ⅱ」「数学B」を5回生5月で修了（文系）
○「数学Ⅲ」を5回生12月で修了（理系）
　

○「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」を 5回生で修了

○英検2級、準1級取得目標
○GTEC受験
○「世界史」を6回生10月に修了
○「日本史」を6回生9月に修了
○「地　理」を6回生9月に修了

○「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」
　を4回生で修了（文系）
○「物理」「化学」「生物」を6回生10月で修了

前期課程 後期課程

～8:30 朝の読書・朝学
  8:30～ 朝の会
  8:50～ ① 国語
  9:45～ ② 保健体育
10:40～ ③ 数学
11:35～ ④ 音楽
12:20～ 給食・昼休み
13:15～ ⑤ 英会話
14:10～ ⑥ 理科
15:05～ ⑦ 東アジア文化入門
15:55～ 掃除
16:10～ 帰りの会
16:20～ 放課後・部活動

理科

積極的に高校学習内容を先取りした効果的な教育課程

1回生 2回生 3回生 4回生 5回生 6回生

前期課程（中学校相当） 後期課程（高等学校相当）

新しい大学入試制度に対応した進学校としての一層の指導充実

学力向上をめざしたシステム
・少人数指導（1~6回生）
・習熟度別授業（4~6回生）
・単位制（後期課程における大学入試科目に
　　　　　応じた選択幅の広い科目設定）
・課外授業（早朝・放課後・長期休業中）
・ステップアップノート（間違い復習ノート）
・大学等ゼミ訪問などの高大連携（後期課程）
・最難関大進学支援プログラムを実施
・東京大、京都大、国立大医学部等進学希望者への
　特別課外や個別添削など

1 回生のある日の時間割
・二学期制
・45分7時間授業

17~18 人の少人数授業

中国人・韓国人講師から
文化や言葉を学習

週 6 時間のうち週 1 回
ALT との英会話授業着実に伸びる学力

学力推移調査（Benesse社）に見る、Bゾーン以上の人数の推移
（平成 28 年度入学生［現４回生］の状況）

S ゾーン・・・難関大学レベル
A ゾーン・・・難関大学可能レベル
　　　　　　　国公立大学レベル
B ゾーン・・・国公立大学可能レベル
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以降は高校内容の学習

以降は高校内容の学習

以降は大学入試対策

以降は大学入試対策

以降は大学入試対策

以降は大学入試対策

基礎・基本期 充実・発展期 確立・挑戦期
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特色あるカリキュラムで学力を大きく伸ばします！

後期課程からの進学指導体制の確立
グローバルコミュニケーションクラス グローバルサイエンスクラス

プログレスクラス

・英検準 1 級取得目標
・文部科学省選定のスーパーグローバル大学 * や国公立大学、海外大学への進学を奨励

・英検 2 級取得目標
・地元国公立・私立大学、医療系専門学校等への進学を奨励

* 北海道大、東北大、筑波大、東京大、東京医科歯科大、東京工業大、名古屋大、
  京都大、大阪大、広島大、九州大、慶應大、早稲田大など

チューター制による、きめ細かな
進路指導・教育相談体制の確立
　１クラス３５人を２集団に分けて、それぞ
れ担任教員（チューター）が付いて進路指導
や教育相談等を行います。

国公立大学 私立大学
京都大　　　大阪大　　　名古屋大　九州大　筑波大　
横浜国立大　広島大　　　岡山大　　熊本大　島根大
山口大　　　高知大　　　香川大　　徳島大　長崎大
大分大　　　鹿児島大　　京都教育大　大阪教育大
福岡教育大　九州工業大　大阪市立大　山口県立大　
山口東京理科大　下関市立大　北九州市立大　等

早稲田大　　　慶應大　　　上智大
国際基督教大　青山学院大　中央大
法政大　　　　明治大　　　立教大
東京理科大　　同志社大　　立命館大
関西大　　　　関西外国語大　関西学院大
広島修道大　　福岡大　　　西南学院大　等

岡村 昇悟さん H31.3卒（本村小出身）
京都大学　経済学部

　下関中等教育学校では6年間
全てを大学入試に向けて使う
ことができるという利点があ
ります。前期生の時から自分
の 将 来 の た め の 志 望 校 設 定
や、志望校に合格するために

は何が必要であるかを知ることができます。ま
た、授業も早く進むため、より早期からセン
ター試験（大学入学共通テスト）、二次試験の対
策を立てることができます。先生方も苦手分
野、必要科目の指導などを生徒一人ひとりに親
身になって行ってくれるので、大学入試に向け
て効率的に勉強することができます。

村山 千隼さん H31.3卒（西山小出身）
筑波大学　理工学群

　下関中等の良いところは、3
回生の時から高校の内容の授
業を受けることができること
です。受験勉強に取り組む意
欲につながると思います。ま
た、大学への訪問や様々な講

演会を通して、大学進学の道を前期生の早い時
期から真剣に考えさせてくれます。大学進学以
外の道を選んでも、生徒に対して真剣に向き
合って御指導くださる先生がたくさんいます。
中高一貫という利点を生かして真剣に学習でき
る良い環境が整った学校です。

卒業生の主な合格実績
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一人ひとりの希望進路を実現します！
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　生徒総会、旦陵祭、クラス対抗戦、体育大会、卒業式は 1 回生から 6 回生まで全校生徒
が協力して取り組み、人間力を育みます。
　毎年自分自身が成長していくので、学校行事にはいつも新たな「自分発見」「友達発見」
があります。

「中高一貫」でどのような学校行事がありますか？

生徒会活動はさかんですか？

　全学年で1つの生徒会を構成してます。前期課
程の生徒も生徒会執行部に所属し、活動していま
す。また、旦陵祭や体育大会が全学年で行われる
ので、行事を企画・運営する実行委員も1回生か
ら6回生で構成されています。
　このため、自然とコミュニケーションカがつきま
す。先輩の姿から将来「こうなりたい」と思う具体
的なイメージをもち、努力できるのも本校の良さ
です。
　また、学校行事や体カテスト、部活動などでは先

輩が率先垂範す
る『リトルティー
チャー制』がとら
れており、6学
年が一体となり
活動する機会も
多いです。

姫宮 美優さん　　（関西小出身）
令和元年度生徒会長

　６学年という幅広い学年が一緒
に学校生活を送るので、学校行事
などを通して様々な学年の生徒と

交流することができます。その中で、先輩の姿か
ら学べることがたくさんあります。この生徒どうし
の繋がりを大切にしていくことで、笑顔あふれる
時間を過ごすことができます。みなさんも私たち
と一緒に「笑顔の“わ”」を広げていきませんか。

河本 拓磨さん　　（養治小出身）
令和元年度旦陵祭実行委員長

　中等の文化祭である「旦陵祭」
では、生徒が一生懸命作り上げ
た催しを楽しむことができます。

一日目は、前期生による合唱です。二日目は
４・５回生によるチューター会企画と６回生に
よるバザー、各部活動と有志による企画等、盛
りだくさんの内容です。６学年制による魅力あ
る楽しい行事になっています。

2 学年が一緒に活動する体力テスト

5

豊かな人間性と主体性を育みます！
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9月 　体育大会 

11月 　キャリア講演会・マラソン大会 

11・12月  海外語学研修 

2月 　卒業研究発表 

3月 　卒業式・前期課程修了式 

4月 　入学式、フレンドシップキャンプ 

6月 　旦陵祭 

7月 　クラス対抗戦、野球応援 

8月 　ようこそ先輩セミナー
 　平家踊り（馬関まつり） 

フレンドシップ・キャンプの様子 

体育大会の様子 卒業式の様子 

旦陵祭の様子 

　6年間学習する総合的な学習（探究）の時間「海峡学」におい
て、調査・研究活動や発表により、「調べる」「考える」「まとめる」

「発表する」力が着実に身につきます。
　また、企業や公共団体、大学と連携した学習を通して、グローバ
ル社会の諸課題を把握し、生き抜く力を育てます。

1回生　―　下関市立大学へ1日体験入学
2回生　―　山口東京理科大学へ1日体験入学
3回生　―　山口大学へ1日体験入学
4回生　―　山口大学や下関市立大学の先生による3回程度の講演や指導
5回生　―　専攻する可能性のある分野の国公立大学等のゼミを訪問

探究心・表現力
＜海峡学＞

英語・中国語・ハングル
＜外国語教育＞

「海峡学」とは

大学と連携した取組による進路意識の高揚

コミュニケーションツールとしての「外国語」
充実した英会話の授業

海外語学研修

積極的な国際交流と留学

選択履修「中国語」 or 「ハングル」

Q．「ゼミ訪問」って何ですか？
A．5回生が卒業研究レポートを持参して大学等を訪問し，ゼミで発表したり、先生から
　  指導助言を受けたりします。可能であれば、学生とも意見交換を行います。
　  また、研究テーマの延長にある学問内容や、大学等で学ぶことができる内容について、
　  先生から対象生徒に、簡単なガイダンスをしていただくこともあります。

　前期課程「英語」の授業のうちの週1時間の「英会話」
や4回生の「英語表現Ⅰ」では、ALT（外国語指導助手）と英
語教員が一緒に「話すこと」「聞くこと」に重点を置いた授
業を行います。

　4回生で、カナダへの14日間程度の語学研修を実施しま
す。現地校での学習や交流、ホームステイなどを通して、生
きた英語を身につけ、国際的な視野を広げていきます。

　本校は海外留学を奨励しており、毎年、留学を希望して
いる生徒が増えてきています。また、中国・韓国をはじめ、
世界の国々との交流機会が多いのも特徴です。

　前期課程の「東アジア文化入門」で、中国人・韓国人の講師から、文化や言葉などを学び
ます。後期課程では、「中国語」か「ハングル」のどちらかを選んで、深く学びます。

中国高校生訪日団　舞踊交流

ALTを交えた少人数授業の様子
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世界に飛躍するグローバル人材を育てます！

3

海峡学の様子



どのような部活動がありますか？　前期生・後期生が一緒に練習？

　幅広い年齢集団で構成され、 部活動を通して、 コミュニケーション能力が高く心身のバラン
スのとれた生徒を育てています。6 年間を通して、 一つのことに打ち込むことができるのも本
校ならではの特色です。

前期生・後期生が一緒に活動する部活動 前期生・後期生に分かれて活動する部活動
●運動部
　陸上競技部　　ダンス部
　ハンドボール部（男子）
●文化部
　科学部　　　　日本文化部（華道・茶道）
　管弦楽部　　　演劇部　　　美術部
　新聞文芸部　　英会話部　　書道部

●運動部
　野球部（前期：軟式　後期：硬式）
　弓道部
　テニス部（男子、女子）
　バスケットボール部（男子）
　バレーボール部（女子）

過去 3 年間の主な成績

末原 帆稀さん　　　  （新田小出身）
テニス部３回生

　後期生の先輩方の近くで練習を
しています。自分が疑問に思った
ことや分からないことを聞くと、

先輩方は分かりやすく教えてくれます。先輩方
との関わりが持てるとともに、自分自身の成長
や目標を持つことにつながります。

前田 充家さん  （文関小出身）
ハンドボール部３回生

　後期生の先輩方と一緒に練習す
るため、高いレベルの練習ができ
ます。先輩方は大変優しく、分か

りやすく教えてくれます。技術や体力の向上だ
けでなく、フェアプレー精神といった心の面で
も先輩方から学ぶことができ、充実した部活動
になっています。

演劇部『老町工業高校前発青春行き』の一幕

弓道部（前期）の団体は、男女で全国大会出場！
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陸上競技

ダンス

テニス

弓道

ハンドボール

美術

書道

演劇
管弦楽

・全日本中学校陸上競技選手権大会 4 位
・中国中学校陸上競技選手権大会 1 位
・中国高校総体・新人大会出場
・中国五県陸上競技対抗選手権大会出場
・黒崎よさこい祭り 2019 ブロック大賞
・第 28 回全国産業教育フェア山口大会歓迎
   アトラクション
・中国高校テニス新人大会出場（男子個人）
・中国高校テニス選手権大会（男子個人）
・全国中学生弓道選手権大会出場（男子団体・個人・女子団体）
・全国高校総合体育大会出場（女子個人）
・中国高等学校弓道選手権大会出場（男子団体・個人）
・中国高校新人大会出場（男子団体４位・個人２位、女子団体・個人）
・中国高校ハンドボール新人大会３位
・中国高等学校ハンドボール選手権大会出場
・全国高等学校総合文化祭美術・工芸部門出場
・山口県学校美術展覧会推奨・優良
・全国高等学校総合文化祭書道部門優秀賞
・中国地区高等学校生徒書道山口県教育長賞
・山口県高等学校生徒書道展山口県教育長賞
・中国地区高等学校演劇発表会出場
・山口県学校合奏コンクール金賞

心身のバランスのとれた生徒を育てます！
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下関市外に住んでいますが、入学することはできますか？

　本校入学時に、保護者の住所が県内にあれば選考検査を受検することができます。
このため、自宅から通学できない遠隔地の生徒のために、寄宿舎『旦陵館』を用意しています。
　なお、自宅通学生は、徒歩または公共交通機関で通学しています。現在、8 割以上の生徒がバスを
利用しています。登校時には下関駅等から本校専用のスクール便も利用できます。

寮の1日を教えてください！

寮ならではの行事は
ありますか？

条件や費用について教えてください！

【入寮条件】　住所が下関市以外（旧豊浦郡・下関の離島は除く）
　　　　　　及び旧厚狭郡山陽町以外の者であること。
　　　　　　ただし、居住地が公共交通機関で通学困難な場
　　　　　　合は、御相談ください。

【  定　員  】  学年男女各 6 人程度
【  経　費  】  食　費：22,000 円／月（給食費は別途）
　　　　　　共益費：11,000 円／月（各部屋の電気料金は個人負担）
　　　　　　入寮費：10,000 円（入寮時のみ）　　R1.6 現在

6:25
7:20

（8:20～18:30）
17:00～20:30

19:00
20:50～21:40
21:50～22:40

23:00

起床
朝食

（学校での活動・部活動）
入浴・洗濯
夕食
学習時間Ⅰ
学習時間Ⅱ
消灯（24 時まで延長可能）

　 4 月　入寮式・1 回生避難訓練
　 5 月　寮生レクリエーション
　 7 月　防災訓練・親子交流会
１０月　寮生レクリエーション
１２月　防災訓練・クリスマス会
　３月　卒寮式
　　　　新入寮生オリエンテーション
年 4 回　保護者会

勉強は大丈夫ですか？

　毎日 2 時間ほど、決められた学習時間があります。学習習慣を身につけるために、1 回生は全員
多目的室で行います。大学受験を控えた 6 回生をはじめ、多くの生徒が熱心に学習に取り組んでい
ます。また、本校教員と舎監補助員が宿泊し、学習や生活の相談に対応しています。

　寮に入って、先輩方に上下関係の大切
さなどを教えていただきました。そして、
何でも相談できる友達もできました。学
習面では、寮生活の中で学習時間が決め
られているので、しっかり勉強すること
ができます。考査週間では、いつもより

早く起きて勉強に取り組むこともしています。

安村 真緒さん  ２回生　（錦清流小出身）

　私が６年間の寮生活で得たものは「自
立」という考え方です。常に自分で判断
して生活するため、自然と、したいこと、
すべきことが見えてきました。また、誰よ
りも努力して部活に取り組んだり、勉強

したりする先輩に影響を受け、「私も先輩のようになり
たい！」と強く思うようになり、寮長も務めました。
　これからどう世界が変わろうと、知恵や豊富な知識を
もつことは、最高の資産になります。それらを是非寮生
活で身に付けてください。

内藤 碧さん    H31.3卒（小串小出身）
  　   同志社大学　法学部
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（クリスマス会の様子）

遠方の方でも安心して入学できます！
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