
楽しい理科の実験・観察を行います。

※一般入試・英語入試・適性検査入試の学業成績が特に優れている合格者は、奨学生となります。



次世代のリーダーとなるために
建学の精神
本校は、國學院大學の附属校であり、國學院大學の建学の精神が
すなわち本校の建学の精神です。その精神とは、「日本の文化や伝
統・歴史を研究し、日本人としての良識や道徳心を養い育て、立派な
日本人として生きていく」ことです。これを具体的に表したものが「たく
ましく　直く　明るく　さわやかに」の校訓です。これが本校の目指し
ている人間像なのです。
求められる力
今、世の中はさらにグローバル化やIT化が進み、「不測の時代」と言
われています。その時代を生きていくために求められる力とは、思考
力、判断力、表現力であると言われています。そのため、本校でも、授
業においてアクティブラーニング、探究学習、ICT教育を推し進め、そ
の対策に余念がありません。特に授業や個人学習そして調べ学習・

プレゼンテーションなどにiPadを使用し、より発展的な「学び」を行って
います。しかし、同時に、必死になってものを覚え、さまざまな知識を
身につけることによってこそ、その土台を築けることも、また事実です。
校内を見てみると、生徒たちの中には、朝、始業前に自学学習、また、
放課後は教員に質問をしたり、個別指導を受けている様子もよく見ら
れます。主体的にこつこつと努力することによってこそ、人は大きく
成長し、夢は叶えられるのです。
感動ある生活を
人は心動かし、そして一歩踏み出す行動をとるのは、「やったー」とい
うような感動を味わった時です。それは、海外研修、文化祭、体育祭な
どの学校行事や生徒会活動、部活動に全力で取り組んでいった時に
も生まれるものです。そのため学校は、さまざまな場・機会を提供しま
す。志を同じくした仲間と共に頑張って何かを成し遂げた時、その達
成感は素晴らしいものとなり、本当の喜び、感動が味わえます。学習は
元よりすべてのことに頑張る学校、それが本校です。

人としての基本
私が校内を歩いていると生徒たちから必ずと言ってよいほど、「おはようご
ざいます」「こんにちは」という挨拶をもらいます。こうした当たり前の挨拶
や礼儀・作法は人と人とがつながっていく社会においてとても重要なこと
です。まずは、しっかりと挨拶をすることから始め、人としての品性を備えた
人になってください。そうした人としての基本ができてこそ学力も活きるも
のであると私たちは信じています。
可能性に挑戦
本校は、創立以来、「鍛える教育」を掲げています。特に「頭・心・体」の三
つの力をバランス良く鍛えることを大切にしてきました。それは、皆さんには
無限の可能性があることを信じているからなのです。自分をどう鍛えるか
によって、何にでもなれます。そして、どのような人生でも歩んでいけます。
皆さんが、自らの可能性に挑戦し、自分の持っている力を発揮させ、世の
中に貢献する次世代のリーダーへと成長していってくれることを望んでい
ます。
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國栃中には英語を学ぶ機会がたくさんあります。ボ
キャブラリーコンテストやイングリッシュスピーチ
コンテストで語彙力や表現力を身につけ、さらに、
英会話の授業では、ネイティブの先生方と楽しく英
語を学ぶことができます。これからのグローバル社
会で活躍していくための英語を学べるのが、私たち
の学校です。

國栃中では、さまざまな行事を経験できます。特に
イングリッシュスピーチコンテストには大きな思い
出があります。うれしい気持ちや悔しい気持ちを味
わい、挑戦をするということの意味や責任感がどう
いうものなのかを知りました。ここで得た経験を活
かして、さまざまな言語を活用し、グローバルに活
躍できるパイロットになりたいです。

生徒主体の学校生活が実現できる学校です。実際
に、皆の意見を取り入れやすいようにデジタル目安
箱を開設しました。コロナ禍ではありましたが、３年
生を送る会で全校クイズ大会を企画し、中学校生
活最後の楽しい思い出をプレゼントすることがで
きました。生徒会本部での活動は自分自身の成長
につながります。

コロナ禍で
活躍する医師に
あこがれました
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本校では６年間を通し、第１ステージ（中１・２）で「仲間を知る・自分を知る」、第

２ステージ（中３・高１）で「自分を知る・社会を知る」、第３ステージ（高２・３）で

「社会を知る・世界を知る」といったステップを踏みながら進路実現に向かい

ます。

その中で今、中高生に求められる４つの力である「人間関係形成能力」「情報

活用能力」「意思決定能力」「将来決定能力」を身につけるために、本校ではさ

まざまな機会をとらえてICTをふんだんに活用しながら、探究的な学びを取り

入れています。その中で自ら課題を発見し、仲間と協働しながら解決しようと

する姿勢を養い、主体的な進路の選択・実現に導きます。本校では、将来「次

世代リーダー」として活躍するために必要な学びが、さまざまな場面で展開さ

れているのです。
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「 P R O G R E S S  I N  
ENGLISH 21 BOOK 1、
2」を用いて、基本的な
語彙・文法を習得し、4
技 能の土 台を築きま
す。またスピーチコン
テスト等のイベントを
通して、楽しみながら
英語学習を進め、英検
3級取得をめざします。

ハンス・リーントバー先生

E-room （英検の指導のほか、自由に英会話を楽しめる教室）

オーストラリアホームステイ語学研修前にはネイティブの先生と昼食をとりながら、
より積極的に英語で会話する姿勢を作ります。
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本校で学んだ多くの先輩たちが医師として活躍しています。活躍する先輩たち

森本 美希さん
（12期生 栃木市立栃木中央小卒）

新潟大学 医学部医学科
五家 里栄さん

（3期生 久喜市立栗橋西小卒）

自治医科大学 医学部医学科
千葉 矩史さん

（7期生 下野市立古山小卒）

獨協医科大学 医学部医学科

【医学部医学科合格実績】
金沢大学、新潟大学、佐賀大学、
防衛医科大学校、自治医科大学、
東京医科大学、日本医科大学、
日本大学、獨協医科大学、
東京女子医科大学、東海大学、
東京慈恵会医科大学、帝京大学、
聖マリアンナ医科大学、
埼玉医科大学
など

栃木県理科研究発表会 
最優秀賞『建物を揺れにくくするためには？』
寺井健人さん

【気体の発生】

【ブタの腎臓の解剖】
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中2国語 中3国語古典(高校) 古典(高校)

※1：高校1年ではネイティブとのティームティーチングがあります。
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自分にそれほど自信がなかった私が、オーストラリアホームステイ語

学研修での成功体験によって自信という力を新たに得て、まずは動

いてみよう、挑戦してみようという考え方を持てたことは本当に良

かったです。このような自分自身の心の変化を体験したことも大学で

心理学を学ぼうとする考えにもつながりました。誰もが心に持ってい

る花を咲かせることができるのだと思えるようになった華道部での活

動も良い思い出です。教育環境、自然、そして仲間に恵まれた6年間

は私の青春そのもので、國栃を卒業できたことは、感謝の気持ちで

いっぱいです。

6年間、なぎなたと学業の両立に励みました。なぎなたでは全国大会

で個人3位に入賞し、学業にも根気よく取り組んで部活動との両立

を果たせました。行事ではオーストラリアホームステイ語学研修、文

化祭での合唱に強い印象が残っていて、いずれも達成感でいっぱい

になりました。担任の先生方にも恵まれ、中学時には言葉遣いや礼

儀、最後まであきらめない気持ちを学びました。高校時には世界史を

学ぶ楽しさを感じさせてくれた先生、さまざまな話題で語りかけてく

れる先生にめぐりあいました。中高一貫コースならではの多くの行事、

体験と個性的な先生方の中で、人として成長することができました。
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3学期始業式
1・2年校内実力試験
1年百人一首カルタ
大会
２年探究学習発表会

・
・
・
・
・
・

1学期期末試験
三者面談
1学期終業式
前期夏期講習
サマースクール
一日体験学習
Come on in 国学院

入学式
1学期始業式
太平山神社参拝
課題試験
第1回学力推移調査
3年全国学力学習状況調査
1年生徒研修
生徒総会
情報モラル講演会
避難訓練（地震対策） 
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ホストファミリーとの会話で英語が伝わらず、
ジェスチャーや表情を思いっきり使って考えて
いることや気持ちを伝えました。言葉を大切
にすること、そしてコミュニケーションの持つ
意味を改めて考えました。

カンボジア・タイを訪れ、現地の寺

子屋訪問、アンコール遺跡修復ボ

ランティアなどの異文化交流を通

して、アジアの中での日本の役割、

そして世界の中で日本がどのように

貢献すべきかを考えます。

タイの寺子屋で学ぶ子供たちのほころぶ笑顔
を見て、国や文化をこえて心から感動しまし
た。そしてカンボジアの問題はSDGs（持続可
能な開発目標）の視点から、世界全体で解決
しなければならないことを考えさせられました。
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いることや気持ちを伝えました。言葉を大切
にすること、そしてコミュニケーションの持つ
意味を改めて考えました。

カンボジア・タイを訪れ、現地の寺

子屋訪問、アンコール遺跡修復ボ

ランティアなどの異文化交流を通

して、アジアの中での日本の役割、

そして世界の中で日本がどのように

貢献すべきかを考えます。

タイの寺子屋で学ぶ子供たちのほころぶ笑顔
を見て、国や文化をこえて心から感動しまし
た。そしてカンボジアの問題はSDGs（持続可
能な開発目標）の視点から、世界全体で解決
しなければならないことを考えさせられました。



小学生の時に、いろいろな行事
や説明会に参加して、この学校
が一番良い学校と思って入学し
ました。

入学したてで各部活動を体験入部しています。今
日は科学部で電気分解の実験を体験。すごい。

月ごとの保健目標の作成や健康診断の手伝いなど、
皆が健康に勉強や生活ができるよう努めています。

輝努挨楽で
　　歴史を築け
　　　　　國栃中

・なぎなた部
・剣道部
・陸上競技部
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登校時刻と下校時刻を教えてください。Q.
中学校では登校時刻は8:50です。多くの生徒が8:00前後に登校して
います。登校後は朝の活動として自主的に読書や早朝学習などにあてる
時間を設けています。下校時刻は部活動の時間を含めて18:00です。
高校は早朝講習が行われ、下校は18:３0です。最終バスは平日19:00、
土曜日は18:06です。栃木駅前の教育センターは、中学生が19:00、
高校生は20:30が退館時刻です。

A.

宿泊学習について教えてください。Q.
中学校・高校1年の生徒研修、中学全学年の自然体験学習と
校外学習、中学校・高校全学年のサマースクール、中学3年の
オーストラリアホームステイ語学研修、高校2年の台湾修学旅
行、さらに希望者対象のドイツ・アメリカ・東南アジア・韓国での
国際研修があげられます。いずれも綿密な計画を立てた充実の
プログラムが用意されています。アレルギー対策も行い、食事に
対しては充分な安全がはかられています。

A.

・自己推薦入試（単願）
・一般入試（２科・4科 単願・併願）

・自己推薦入試（単願）
・一般入試（２科・4科 単願・併願）
・英語入試（単願・併願）
・適性検査入試（単願・併願）

・自己推薦入試（単願）
・一般入試（２科・4科 単願・併願）
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※入試内容でご不明な点は本校に、インターネット出願の方法については出願専用サイトコールセンター(サイト上に記載)にお問い合わせ
　ください。

合否判定
　① 自己推薦入試においては、学力試験と自己推薦書・面接を総合的に判断します。
　② 一般入試（4科）においては、国語・算数の2科の判定も行います。
　③ 英語入試は、英語の得点を2倍に換算し、計400点満点で合否を判断します。
　④ 一般入試・英語入試・適性検査入試において学業成績が極めて優秀な合格者は奨学生合格となります。
　⑤ 再受験者は、本校への入学意志が強いものと判断し、2回目以降の合否判定において配慮されます。
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１）「物質」・「エネルギー」・「生命」・「地球」の各分野をそれぞれ均等に出題、大問は４題
２）教科書を中心とした基本・標準問題を７割程度、応用・発展問題を３割程度出題

第１回から第３回のすべての入試を、栃木駅前の学園教育センターで実施します。また、次の４つの受験型「自己推薦入試」
「一般入試」「英語入試」「適性検査入試」から選べます。その中で一般入試・英語入試・適性検査入試においては学業成績
が特に優れている者に奨学生の資格が付与されます。
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「一般入試」「英語入試」「適性検査入試」から選べます。その中で一般入試・英語入試・適性検査入試においては学業成績
が特に優れている者に奨学生の資格が付与されます。



楽しい理科の実験・観察を行います。

※一般入試・英語入試・適性検査入試の学業成績が特に優れている合格者は、奨学生となります。


