2023 学校案内

2023 年度 学校案内

特色あるカリキュラムで学力を大きく伸ばします！
◆新しい大学入試制度にも対応した充実のカリキュラム

◆積極的に高等学校の教育内容を先取りした効果的な教育課程
前期課程
数学

英語

社会

後期課程

〇３回生７月で中学校内容を修了

〇「数学Ⅱ」「数学Ｂ」を５回生５月で修了（文系）

〇３回生１０月まで中学校の総復習

〇「数学Ⅲ」を５回生１２月で修了（理系）

※以降は高校内容を学習

※以降は大学入試対策

〇３回生７月で中学校内容を修了

〇「英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ」を６回生７月で修了

〇３回生１０月まで中学校の総復習

※以降は大学入試対策

※以降は高校内容を学習

〇英検２級、準１級取得目標

〇英検準２級取得目標

【Ｒ３年度３回生】
英検３級

９０％

準２級

６８％

〇３回生のうちに高校の「公共」

〇ＧＴＥＣ受験

※修了後、大学入試対策

の学習をはじめる
〇３回生のうちに高校の「化学基礎」

理科

の５割を修了

〇「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」を４回生で修了
〇「物理」「化学」「生物」を６回生１０月で修了（理系）
※以降は大学入試対策

学力向上をめざしたシステム
・少人数指導（１～６回生）
・二学期制
・習熟度別授業（４～６回生）
・45 分７時間授業
・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（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

ＩＣＴ教育を推進しています！
令和２年度に GIGA スク
ール構想に向けた環境整備
が進み、一人一台端末の導
入などＩＣＴ教育の推進に
向けた取組を充実させてい
ます。
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一人ひとりの希望進路を実現します！
後期課程からの進学指導体制の強化
グローバルサイエンスクラス

グローバルコミュニケケーションクラス

・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
※北海道大学、東北大学、筑波大学、東京大学、東京医科歯科大学
東京工業大学、名古屋大学 京都大学、大阪大学、広島大学
九州大学、慶應大学、早稲田大学など
・英検準１級取得目標

プ

ロ

グ

レ

ス

ク

ラ

ス

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

クラスを２集団に分けたきめ細かな進路指導や教育相談等の充実
１クラス３５人を２集団に
分けて、それぞれに担任教
員（チューター）が付いて
進路指導や教育相談などを
きめ細かく援助する取組です。

昨年度の主な合格実績
私立大学

国公立大学
京都大学

名古屋大学

筑波大学

早稲田大学

明治大学

中央大学

広島大学

岡山大学

九州工業大学

法政大学

同志社大学

立命館大学

山口大学

長崎大学

鹿児島大学

関西学院大学

西南学院大学 日本大学

大阪公立大学

山口県立大学 山口東京理科大学

駒沢大学

専修大学

下関市立大学

北九州市立大学 等

近畿大学

山口学芸大学 福岡大学 等

龍谷大学

縄田 竜也 さん

川西 愛海 さん

下山 晃生 さん

令和３年度卒
（下関市立熊野小出身）
広島大学医学部医学科

令和３年度卒
(下関市立勝山小出身)
岡山大学教育学部

令和３年度卒
(下関市立安岡小出身)
京都大学文学部

本校は中高一貫教育なので高校
入試がないため、前期課程で英語
や数学などで先取り学習があり、
他の学校よりも有利だったと思い
ます。また前期のうちから大学入
試を意識できる活動があるので、
早い段階で志望校を決めることが
できました。すべての教科に常に
全力で取り組むことを大事にして
ほしいです。

小さな悩みでも先生に相談する
ことができ、６年間をとおして自
分の将来について真剣に考えるこ
とができました。生徒たちが中心
となって行事の企画・運営を考え
る機会も多く、あらゆることに主
体的に行動できる力が養え、学力
を伸ばすこともできます。学校か
ら見える老の山公園と響灘は絶景
ですよ。

ここ中等で僕はたくさんの経験
を得ました。演劇部での活動や厚
生委員長としての生徒会活動。そ
して、４回生の夏に『トビタテ！留
学ＪＡＰＡＮ』を利用してのイギ
リス留学。それらをはじめとする
６年間の学校内外でのチャレンジ
で得た自信を胸に、大学受験を頑
張り抜くことができました。
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世界に飛躍するグローバル人材を育てます！
「海峡学とは」
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。

「大学と連携した取組による進路意識の高揚」
１回生
２回生
３回生
４回生
５回生

下関市立大学へ 1 日体験入学
山口東京理科大学へ 1 日体験入学
山口大学へ 1 日体験入学
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
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

大学ゼミ訪問の様子

前期課程(中学生相当)の
段階から、大学進学を視野
においた取組を行います。

「ゼミ訪問」について
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。

約 2 週間の海外語学研修（ホームステイ体験）

4 名の外国人講師による、語学教育の充実

〇海外語学研修
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。

〇充実した英会話の授業
前期課程「英語」の授業のうちの週１時間の「英
会話」や４・５回生の「英語コミュニケーション」
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。

〇積極的な国際交流と留学
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。
【令和３年度】
ち ね
・韓国「鎮海女子高等学校」とのオンライン交流
・ベルギー王国大使来校 など

〇選択履修「中国語」・「ハングル」
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。

６年一貫教育の特色を生かし、進学にも対応しなが
ら、国際交流など充実した教育活動を展開しています。
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豊 か な 人 間 性 を 育 み ま す ！

ボランティア活動

卒業式

フレンドシップキャンプ(1 回生)

海峡学 平家踊り総踊り大会への参加

体育大会（※R2 は隊別対抗大会として実施）

地域交流・朗読劇(演劇部)

〇前期生と後期生が一緒に活動する中高一貫のよさを生かした学校行事
生徒総会、旦陵祭、クラス対抗戦、体育大会、卒業式などは、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。

〇リトルティーチャー制のよさを取り入れた生徒会活動
全学年で１つの生徒会を組織しています。前期生も生徒会執行部に所属して活動しています。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・運営する実行委員会も 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力が身につきます。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よさです。
また、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
も多くあります。
藤田 陶子 さん ６回生

阿部 清丸 さん ６回生
令和３年度生徒会副会長
（下関市立関西小出身）

令和３年度生徒会長
（下関市立一の宮小出身）

本校では、１回生から６回
生まで幅広い学年の生徒が同
じ校舎で学校生活を送ってい
ます。そのため学校行事や部
活動をとおしてお互いに学び
あうことができます。また、私たちが主体的に活
動できる環境が整っているということも本校の
特色と言えます。学校行事を自分たちで創り上げ
たり、校外活動発表会などで友達から刺激を受け
たりする経験が、次へのモチベーションになって
います。本校で未来を彩る一歩を踏み出してみま
せんか。

本校では、海峡学をとおして
自主的に発展的な学習を進め
ることができるので、自身の
進路についての理解を深める
ことができます。また、生徒会活動や部活動、学
校行事などに積極的に取り組むことで多くの成
長の機会を得ることもできます。このような学校
生活を６年間かけがえのない仲間とともに過ご
せるのも、本校の魅力のひとつです。
みなさんも私たちの一緒に、いろいろなことに
チャレンジして可能性を広げてみませんか。
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心身のバランスのとれた生徒を育てます！
コミュニケーション力が高く、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

●運動部

陸上競技部（男子・女子）

野球部〔前期：軟式 後期：硬式〕（男子）

ハンドボール部（男子）

弓道部（男子・女子）

ダンス部（女子）

テニス部（男子・女子）

●文化部（男子・女子）

バスケットボール部（男子）

科学部

日本文化部〔華道・茶道〕

管弦楽部

演劇部

バレーボール部（女子）

美術部

新聞文芸部 英会話部 書道部
前田 充家さん

嶋田 梨花 さん ６回生

６回生

ハンドボール部
（下関市立文関小出身）

管弦楽部（宇部市立琴芝小出身）

本校でハンドボールと出会ってか
らの６年間、人としてたくさん成長
しました。ハンドボールは「全員攻
撃、全員守備」で戦うスポーツなの
で、学年やポジションなどの垣根を
越えてチームが一体となることが必要です。そのため、
常に互いが気を配り、高めあうことが重要になります。
中高生が一緒に活動するのでお互いを支えあいながら
心がひとつになれる部活動です。この環境で培った力
は、一生の財産と言えるものになりました。

私は１回生から６年間、管弦楽部
に所属していました。管弦楽部は前
期生と後期生が一緒に活動してい
るので常にお手本となる先輩が近
くにいることがいちばんの魅力だと思います。さら
に、部活動をとおして、技術面だけでなく責任感や部
員と団結する力を身につけることができました。練習
は苦労することの方が多いですが、部員全員でつくり
あげた演奏会は達成感や充実感であふれています。
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遠方の方でも安心して入学できます！
多くの生徒が、徒歩または公共交通機関で通学していますが、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。
旦陵館は、全室個室で、エアコン完備になっています。
【定員】 学年男女各６名程度
【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／月（入寮時のみ）

旦陵館（寄宿舎）

【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
外のものであること
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。
バドミントンなどのレクリエーションや
誕生日会などのイベントを実施して、寮生

※ 入学者選抜の結果により、入寮希望者が定員

どうしの親交を深めています。

を超えた場合は、抽選により入寮者を決定す
ることがあります。また、年度途中からの入
寮は、原則できません。

村田 実那峰 さん
令和３年度卒
（下関市立西市小出身）
早稲田大学文化構想学部

麻植 葵 さん ３回生

６年間の寮生活をとおして、家族のよ
うな友達ができることが最大の魅力で
す。また、生活面や勉強面で分からない
ことがあれば、すぐに舎監の先生や先輩
に教えてもらえます。月に１回あるレクリエーション
は、楽しく、思い出に残るものになります。前期生から
英検や漢検といった検定取得に力を入れており、大学進
学の準備ができます。また、授業や行事で学習者用タブ
レット端末を使用するので、基礎的なパソコンの知識や
情報処理能力が身につきます。中等で積んだ様々な経験
が、今後の自分の自信に繋がります。

（岩国市立玖珂小出身）

入寮当初は不安でたまりませんでし
た。寮生活というのは、一人暮らしと
ほぼ同じなので、１回生にはできない
と思っていました。しかし本校は中高
一貫の６年制の学校なので、先輩方が寮生活につい
て色々なことを教えてくれたり、相談に乗ってくれ
たりしたおかげで、３回生になった今ではこの生活
にも慣れ、いつでも一人暮らしができるほどのスキ
ルが身についたと深く実感しています。

令 和 ５ 年 度 入 学 者 選 抜 に つ い て
応募資格： 保護者の住所が県内にある者で、
令和５年３月に小学校等を卒業する見込みの者
※山口県外に住所がある方の応募は、別途ご相談ください。
出願期間： 令和５年１月４日(水)～１月６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５年 １ 月 １４ 日（ 土 ）
会 場 ： 山口県立下関中等教育学校
※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/kakomon/index.html
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彦島大橋
老山公園
特別教室棟
体育館
グラウンド

普通教室棟
旦陵館（寄宿舎）

本館
食堂

本校へのアクセス

【公共交通機関の方】
ＪＲ時刻表
山陽本線

山陰本線

新山口
宇部
小野田
厚狭
埴生
小月
下関

バス時刻表

6:42
7:06
7:10
7:16
7:23
7:29
7:50

小串
川棚温泉
黒井村
吉見
安岡
綾羅木
下関

7:09
7:14
7:18
7:32
7:43
7:48
7:59

―下関駅から約 10 分（2.5 ㎞）―
下関駅
老山公園口

東庄正門前行き
スクール便
竹の子島行き
東庄正門前行き
スクール便
竹の子島行き

7:40
7:52
7:54
7:57
8:04
8:09
横野発

スクール便

【自家用車の方】

6:47
6:52
6:56
7:08
7:17
7:24
7:34

7:48
8:02
8:02
8:05
8:14
8:17
老山公園口

7:10

7:50

7:17

7:50

(中山神社経由)

中国自動車道下関ＩＣから約 20 分（8 ㎞）

スクール便

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
お問い合わせ先：教頭（岡﨑・前川）
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