
 
下関中等教育学校について（Ｑ＆Ａ）【平成２９年度版】 

 
１ 学校に関すること 
Ｑ１ ２学期制について説明してください。 
Ａ１ 本校では、１年間を２つの学期に分けています。 
    １学期  ４月～９月   

２学期 １０月～３月 

   始業式・終業式の回数や学期末の行事が少なくなり、授業時数が確保できます。 
 

Ｑ２ チューター制とは何ですか。 
Ａ２ 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

て指導援助する取組です。 
２人のチューターは、常に相談し合い学級経営に取り組んで行きます。教育相

談や進路相談など大変きめ細かな支援が可能です。 

 

Ｑ３ 土曜授業がありますか？ 
Ａ３ 現在土曜授業は行っていません。学校公開や学校行事等で、土曜日が授業にな

ることがあります。 

また、後期生になると課外や模試を土曜日におこなうこともあります。 
 

Ｑ４ 上級生とはどのような交流がありますか？ 
Ａ４ 本校は、１回生～６回生まで幅広い年齢集団で構成されています。 

このため、生徒会活動や学校行事は、すべて一緒におこないます。学校行事に              
おいては、先輩後輩が共に考え、先生方と協議しながら、行事を作り上げてい
きます。 
部活動等では、「リトルティーチャー制」を取り入れ、上級生が下級生に直接

指導する場面も多くあります。ダンス部や管弦楽部、演劇部などは、中学生、
高校生の枠組みを超えて一緒に活動しています。 

 

Ｑ５ 他市からの入学生は何名程度いますか？ 
Ａ５ 平成２９年度現在、下関市以外の出身者は、山陽小野田市１４名、宇部市５名、

美祢市５名、長門市２名、萩市１名、山口市１５名、防府市８名、周南市１名、
下松市１名、光市各２名、岩国市５名、県外９名います。 

   その内、自宅通学生は、山陽小野田市１１名、宇部市１名、山口市２名です。 

 
Ｑ６ 昼食は、弁当ですか？給食ですか？ 
Ａ６ 前期生は、基本的に給食です。 

後期生は、基本的に弁当となります。後期生の寮生は、給食と弁当を選ぶこと
ができます。 

 

Ｑ７ 給食においてアレルギー対応はしていただけますか？ 
Ａ７ 本校は、入学前の事前調査により、アレルギーの対応をしています。必要があ

る場合は、調査票に御記入ください。その後、詳細な打ち合わせをいたします。 

 

Ｑ８ 在籍生徒の男女比はどのようになっていますか？ 
Ａ８ 平成２９年度現在、６６２名が在校しています。男子が２８７名、女子が３７

５名となっています。各学年とも、若干女子の人数が多い状況です。 

 
 

 



２ 学習に関すること 
Ｑ１ 少人数授業について詳しく教えてください。 
Ａ１ 本校では、1クラスを半分に分けるなどした少人数授業を、全学年の「数学科」 

と「英語科」で取り入れています。 
この少人数授業は年間を通じておこないます。３回生からは、習熟度別で授業

を実施し、きめ細かな指導をおこなっています。 
 

 

Ｑ２ 
理系修学スピードが県内一と言うことですが、生徒はこのスピードについて行
けるのでしょうか。それとも、試験的に上げている段階ですか。 

Ａ２ 理系の修学スピードは県内の公立で最も早いと自負しています。 

しかし、授業の中身のスピードがあがるわけではありません。前期課程の数学
では、一般中学校の 1.4 倍の授業を行うなど、授業の時数を大幅に増やし、各学
年の指導事項の重なりを整理することで修学のスピードをあげています。適宜授
業で復習にも取り組み、定着を図っています。 

  このように中高一貫校の強みを生かし、後期課程においても十分な授業時数を
設け、総復習する時間や受験勉強の時間を確保していきます。 

また、試験的に上げているわけではなく、計画的に先を見越しておこなってい
ます。 

 

【授業時間数比較】 
（数 学）                 （理 科）    

                            

 

Ｑ３ 英語についての学力は小学校程度ですが、実際に入学してついて行けますか。 
Ａ３  入学後の本人の努力で十分ついて行くことができます。 

英語の授業については、少人数授業を実施し、さらにチーム・ティーチング
や、ＡＬＴによる授業など、きめ細かな指導を行っています。 
また、英語セミナー（夏季・秋季）、意見発表会など英語力強化の取組も行っ

ています。 

授業について行くためにも、他の教科と同様に『予習→授業→復習』の習慣
を是非身に付けてほしいと思います。 

 

 

Ｑ４ 英検取得にはどのように取り組んでいますか。 
Ａ４  「国際社会で通用する表現力・コミュニケーション能力を身に付けた人材」

の育成をめざして、１回生から４回生までの生徒は全員、実用英語技能検定を
受検します。 

授業内での対策や、英検対策課外もおこなっています。 
 

学年 １回生 ２回生 ３回生 ４回生 
受検級 ４級 ３級 準２級 準２級・２級 

 ※全生徒が最終的には２級以上の取得をめざします。 
 ※２級、準１級を受検する生徒については個別に指導も行います。 
 
 

 下関中等 一般中学 年間比較 

中1 175 140 35 

中2 175 105 70 

中3 175 140 35 

計 525 385 140 

 下関中等 一般中学 年間比較 

中1 140 105 35 

中2 157 140 17 

中3 158 140 18 

計 455 385 70 



Ｑ５ 最難関大進学支援プログラムについて教えてください。 
Ａ５  東京大・京都大・九州大・山口大学医学部医学科などの最難関大学をめざす

生徒をサポートするプログラムです。 
本校は、これまでも大阪大・名古屋大・九州大・山口大学医学部医学科など

に卒業生を送ってきました。今年度から、生徒のニーズに一層応えるために組
織的な取組をスタートしています。 
対象生徒は、成績と進路希望と本人の意志によって決まります。２回生後半

から主に補講や添削指導を行います。メンバーは固定ではありません。年度の
途中から加わることも可能です。 

 
Ｑ６ 海外に関わる学習は、どんなものがありますか。 
Ａ６  以下の通りです。 

・英検等の資格取得（全員） 
・オーストラリア語学研修旅行（３回生全員） 
【現１回生は４回生での実施。行き先はカナダ】 
・短期、長期留学（希望者、アメリカ等） 
・意見発表会 
・英語セミナー（夏季・秋季） 
・１～３回生の総合学習｢東アジア文化入門｣（全員） 
・４～６回生で「ハングル・中国語」（選択） 
・韓国・中国の高校との交流 
・海外からの訪問団との交流 など 
 

Ｑ７ 下関中等教育学校生徒の小学校時の通塾状況はどのくらいですか。 
Ａ７  現１回生（平成２９年度入学生）では、７６パーセントの生徒が塾に通って

学習していました。 
 

Ｑ８ ＡＬＴは常駐ですか？ 
Ａ８  英語のＡＬＴは、本校には１名常駐しています。また、週２回、下関西高校

に派遣されているＡＬＴが来校するようになっています。 
 
Ｑ９ 下関中等教育学校の在校生の通塾率はどのくらいですか。 
Ａ９  平成 29 年度の本校前期課程の生徒の通塾率は、現１回生３２％、現２回生

４３％、現３回生４２％となっています。 
 

Ｑ10 
ゼミ訪問先は毎年変わるのでしょうか。医薬希望の場合は、どのゼミに行く
のでしょうか。 

Ａ１０ ゼミ訪問の受け入れ先については、山口県内を中心に各大学等に依頼し、毎
年開拓しているところです。 
医薬希望者については、今年度は理系学部のゼミを中心に訪問しました。な

お、医学部医学科希望の生徒には、山口大学医学部附属病院が実施している「高
校生医療体験」等に参加するよう指導しています。また、来年度以降は、新た
に開設する山口東京理科大学薬学部にもゼミ訪問の協力を依頼する予定です。 

 

Ｑ11 英語の授業時数は、公立中学校と比べてどれぐらい違いますか。 

Ａ１１ 下記の表のように、１回生で７０時間（週２時間）、２回生で５３時間（週

１．５時間）、３回生で５２時間（週１．５時間）ほど違います。 

【授業時間数比較】（英語） 

 

 

 

 

 

 下関中等 一般中学 年間比較 

中1 210 140 70 

中2 193 140 53 

中3 192 140 52 

計 595 420 175 



Ｑ12 国公立、私立への進学はどうやって分けていくのですか。 

Ａ１２ 国公立大学、私立大学への進学は、本人・保護者の希望等により決定してい 

くこととなります。 

ＡＩ（人工知能）など科学技術が著しく発展している中、将来は、文系・理 

系に関わらず、数理的な思考力や情報技術に関する知識・技能が求められます。 

本校では、在学中に幅広い教科・科目を履修した上で、教育内容が充実し学 

費も安い国公立大学に進学することをすすめており、現在の後期課程生徒の７

割以上が国公立大学への進学を希望しています。もちろん、難関私立大学進学

希望者に対しても丁寧に支援していきます。 

４回生から、本人・保護者の進路希望や成績などを基に「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」に

分けますが、どのクラスからも、国公立大学、私立大学への進学が可能です。 

 
 
３ 部活動に関すること 
Ｑ１ 部活動で人気のある部活動はなんですか？ 
Ａ１ すべての部活動が、積極的に一生懸命活動しています。 

在籍人数が多い部活動は、管弦楽部、陸上部、弓道部、ハンドボール部、ダン 

ス部、科学部などです。 
人数は少ないですが、野球部など大変活躍しています。 

新しい大学入試制度では、学業成績に加えて、校内・校外活動の経歴も高く評 

価されますから、部活動や生徒会活動、ボランティア活動などに積極的に取り組
んでほしいと考えています。 

 

Ｑ２ 希望した部活動には、必ず入ることができますか？ 
Ａ２ 入部は可能です。６年間継続できる部活動を選んでいただければと思います。 

 

Ｑ３ 下関中等教育学校にない部活・スポーツの試合出場は可能ですか？ 
Ａ３ 可能です。現在も、水泳・自転車・剣道・合唱など、外部で行う大会やコンク 

ールに出場している生徒がいます。 
学校にある内規（成績面・行動面・人物面）をクリアしていることを条件に、 

校長の承認を得て参加を認めています。 
 
４ 通学に関すること 
Ｑ１ 具体的な交通手段を教えてください。 
Ａ１ すべての生徒は、公共交通機関（ＪＲ・バス）または徒歩で通学しています。 

近隣の生徒は徒歩にて登校します。 

ＪＲ利用可能な生徒は、ＪＲ下関駅までは電車、その後に彦島行きのバスで登 

校します。バス通学生で、最寄りのバスを乗り継ぎ登校する生徒もいます。 
バスは、定期運行のバスの他に、スクール便を準備いただいています。 

ご家庭での送迎も可能です。 

 

Ｑ２ スクール便はありますか。 
Ａ２  あります。下記の通りです。なお、横野方面は、ＪＲやバスの本数が少ない

ため、サンデン交通に御配慮いただいています。 

〈朝〉 ・横野→綾羅木→山の田→金比羅（彦島大橋経由）→老の山公園口（２便） 
    ・下関駅→ロータリー→老の山公園口（２便） 

    ・彦島営業所→（山中方面）杉田→堀越→老の山公園口（１便） 

〈夕〉 ・横野方面（１便） 
  サンデン交通の運行であり、バス代はかかりますのでご留意ください。 



５ 寮に関すること 

Ａ１ 入寮の基準は、現住所が下関市の旧豊浦郡及び下関市の離島、さらに山陽小野 
田市などの下関市以外の方です。 
これ以外の方で、通学困難で入寮希望がある場合は相談に応じています。寮費 

については下記を参考にしてください。 
 

【参考】 ２９年度寮費（前期生用）   
項 目 金 額【単位：円】 備 考 
入寮費 10,000（年先払い）  
電気代 10,000（年先払い） 

 
 

※ 過不足は年度末請求及び精算 
※ 翌年度以降は、前年度の実績により算定 
し、再請求及び精算 

寮共益費 11,000（月払い）  
寮食費 22,000（月払い） ※ 後期より値上がりあり 

 

Ａ２ 原則として、１回生入学時に入寮していただきます。 
保護者の転勤などの家庭の事情により、通学が困難になった場合はご相談くだ 

さい。 
 
 

６ その他 
Ｑ１ 下関中等教育学校の授業料、校納金について教えてください。 
Ａ１ 前期課程は、授業料はかかりません。 

後期課程授業料は、月額 9,900円から、御家庭の世帯収入によって決定される
「就学支援金」を減額した額を徴収します。 
また、前期課程校納金については以下の通りです。後期課程も給食費を除いた

同程度の金額です。下記を参考にしてください。 
 

【参考】２９年度入学生 毎月納入額  ※ 家庭数徴収のため、第 1 子のみ徴収
します。 

 

項 目 金 額【単位：円】 備 考 

ＰＴＡ会費 150 ※ 

教育後援会費 380 ※ 

生徒会費 1,000 全員徴収 

空調設備費 650 全員徴収 

給食費 4,600 全員徴収 （5月～2月徴収） 

教材費 4,850 
全員徴収 

（5月～2月徴収、年度により差異あり）  

計 
2,180（４、３月） 
11,630（５～２月） 

 

 
 
 
 
 

Ｑ１ 寮に入りたいですが、入ることができますか？寮費はどのくらいですか？ 

Ｑ２ 寮は途中から入ることができますか？ 



Ａ２ 下記を参考にしてください。 
【参考】平成２９年度入学生 

【男子】              【女子】 

Ｑ２ 制服等の諸費用を教えてください。 

項  目 金額【単位：円】 項  目 金額【単位：円】 
冬ブレザー 23,780  冬ブレザー 23,000  
冬ズボン 12,770  冬スカート 13,870  

長袖シャツ 4,180  長袖ブラウス 4,130  
ワンタッチネクタイ 2,590  リボン 1,940  
ソックス 660  ハイソックス 980  
半袖シャツ 4,240  半袖セーラー 6,270  
夏ズボン 11,660  夏スカート 14,090  
 

 
冬スラックス ※ 12,870  
長袖セーラー ※ 7,480  

【共通】  夏用ハイソック※ 820  

トレシャツ 5,150   ※ 希望者のみ 

トレパン 4,350    

半袖シャツ 2,680    
ハーフパンツ 2,470    


