徳島県立城ノ内中学校

2019

スクールガイド

豊かな人間性、国際性、創造性を育む

中高一貫教育校
６年制

城ノ内がめざすもの・・・それは

本校の校章は、
県の木やまももをデザインしたものです。
それぞれの葉は、

「一人ひとりの 夢 の実現」です！

徳島県立城ノ内中学校は2020年度中等教育学校に移行します。
6年間の計画的・継続的な教育を展開することで、
生徒の個性や創造性を伸ばすことができます。
また、高校入試がないことを生かし、
体験的な活動を多く取り入れることで、
生徒たちの自主性や協調性を育てています。

城ノ内の
教育方針

高い志をもって
社会の平和と発展に
貢献できる人材の育成

「自主」、「協同」、「前進」、
そして３つの実は、
知・徳・体を表しています。

人 間 性
社会貢献への自覚をもち、
仲間と共に学び合い、
向上していく
人間性豊かな生徒

国 際 性

創 造 性

多様な文化・価値観を尊重し、

科学技術に関心をもち、
主体的に考え、
追究することができる
創造性豊かな生徒

自己の考えや意思を表現できる
国際性豊かな生徒

̶豊かな人間性、国際性、
創造性を育む中高一貫教育̶

※本校は平成25年度に、徳島県教育委員会より
｢リーディングハイスクール事業｣の指定を
受け、世界に通じるグローバル人材の育成を
めざすとともに、進学面等において本県中等
教育をリードする学校づくりを行っています。
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豊かな
人間性

県下から集まった仲間と共に部活動に励み、
心身ともに逞しく成長する城ノ内生。

社会の発展に貢献できる人材を
育成する

社会の発展に貢献しようという高い志を持ち、自分の夢を追いかける。仲間を大切にし、切磋琢

部活動を通した
仲間づくり

ります。また中学生、高校生それぞれのコンクー
ルや大会での活躍がお互いの刺激
となっています。3 年生の秋から

磨する。城ノ内はそのような生徒を育てたいと考えています。そのためにボランティア活動を通し

は高校の部活動に参加できる部も

て社会奉仕の精神や社会貢献への自覚を高めます。また、自然体験や平和学習などの学校行事を通

あり、積極的に交流しています。

して、豊かな社会性・人間性を育てます。

●１年生宿泊研修
（淡路島）

高等学校の部活動と練習を一緒に行う部もあ

●2年生平和学習（広島）

中学校部活動
（平成30年度）

体育系

●生徒会あいさつ運動

●人権委員会美化活動

●3年生修学旅行（北海道）

文化系

Sports
●弓道
●野球
●硬式テニス
●サッカー
●バスケットボール ●陸上競技
●剣道

Culture

●書道
●囲碁・将棋
●美術
●演劇
●百人一首

●技術
●吹奏楽
●英会話
●パソコン

中学校・高等学校の枠を越えた交流
●保育実習

中高一貫教育のねらいを実

●吉野川堤防清掃

現するための城ノ内独自の指
導体制を実施しています。中
学校と高等学校の円滑な接続
を図るため、学習面だけでな
く学校行事等においても生徒
の交流を積極的に行い、教員
も 6 年間にわたり生徒を見
●阿波文化体験（夏期講座）
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●和楽器体験
（夏期講座）

●球技大会

守っています。

中学校・高等学校合同の総合学習発表会
（教育会館）

城ノ内祭

総合開会式で演奏する
中学生吹奏楽部
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豊かな
国際性

城ノ内独自の
取り組み

実践的な英語力を身につけ、
豊かな表現力を育てる

本校は世界に通じるグローバル人材の育成をめざして様々な教育を行っています。広い視野を持
ち、異文化の価値観を認めながら社会で活躍できるように国際理解教育を行っています。
また、グローバル社会を生きる子どもたちにとって欠かせない英語力を身につけさせるため、城
ノ内独自の取り組みを行っています。英語により自己表現し、プレゼンテーションができる生徒を
育てることをめざしています。

●海外語学研修

平成30年度

海外語学研修

●独自科目「グローバル・イングリッシュ」
楽しく英語を学びながら、グローバルな視点から異文化を受け入
れ学ぶ力を育成しま
す。英語の歌や日常
的な会話、スピーチ、
プレゼンテーション
などコミュニケー
ション能力を伸ばす
教育を展開していま
す。

中学生・高校生の希望者に海外語学研修（2週
間）を実施しています。
平成30年度7月28日～8月9日
オーストラリア・ケアンズ
豊かな自然に恵まれた町で、親切なホスト
ファミリーや現地校の生徒たちと交流し、充
実した時間を過ごしました。

●ＣＡＬＬシステム
平成 26 年度、四国の公立学校で始めて導入され
た語学学習支援
（ＣＡＬＬ）システムにより、先進的
な英語学習を行っています。
英語の 4 技能
「読む・聞く・書く・話す」
をバラン
ス良く学ぶことができ、アトランダムにペア学習を
したり、インターネットでの調べ学習の内容を英語
でプレゼンテーションしたりします。また、個人の
レベルに合わせた各種の英語検定対策も可能と
なっています。

ケアンズ
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CALL教室
での授業

●ヴィル ヘ ルム・ラーベ・シューレ
中等教育学校との交流（高等学校）
平成30年2月、本校生と一緒に「世界に広がれ！とく
しま“歓喜の歌”合唱団」に参加したドイツのニーダー
ザクセン州ヴィルヘルム・ラーベ校の生徒18名教員2名
をお迎えし、それぞれ交流を楽しみました。
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豊かな
創造性

６年間の学習スタイル

科学技術に関心を持ち
想像する力を養う

充実した学習時間 中学校（中等教育学校前期課程）：週 33 時間、中等教育学校後期課程：週 35 時間
英語・数学・理科に重点を置いたカリキュラム

数学は、体系的な指導を重視しているため、授業を「代数」と「幾何」に分けて行います。
また、数学検定などに積極的に挑戦させ、子どもたちが達成感を持てるよう指導しています。
理科の授業は、観察・実験などを多く行い、科学的な思考力・表現力の育成に力を入れます。
そして、自分たちの力を試すために、全国コンクールに積極的にチャレンジしています。

～平成29年度～

6年間を2年間ずつ基礎期・充実期・発展期の3期に区分し、それぞれの発達段階に応じて重点の置
き方を変え、基礎・基本の確実な定着を図るとともに、応用力を養い充実した進路指導を行います。
また、英語・数学・理科の3教科については、3年生の2学期より高等学校の学習内容を一部移行（先
取り学習）し、一貫性のある学習スタイルを編成し計画的・継続的な指導を行います。
週あたりの授業時数は、中学校（前期課程）：週 33 時間、後期課程：週 35 時間です。

●豊かな創造力は、ものづくりから
技術・家庭科におけるロボット製作、お弁当やアイデアバッグ作り等の「ものづくり」を通して、
自分自身で考えたものを創り出し、形にしていく楽しさを実感しています。

城ノ内中学校
（中等教育学校前期課程）
1学年

2学年
基礎期

●基礎・基本の習得と主体的な学習の確立
●将来を見通す自己理解の推進

技

術

（基礎部門）
●「創造アイデアロボットコンテスト」
全国優勝 つくば科学万博記念財団 理事長賞

家庭科

●「木工チャレンジコンテスト」
田部謝恩財団 特別賞（全国 5 位相当）

●「あなたのためのおべんとうコンクール」
女子栄養大学 学長賞（全国 2 位相当）

●夏期講座「東京オリンピックのエンブレムと向き合おう」
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科

4学年
充実期

●発展的、補充的な学習など個に応じた学習
の充実
●自己発見の進展と視野の拡大

5学年

6学年
発展期

●適性や進路に応じた学習の一層の充実
●個性や能力の一層の伸長
（文系・理系）

卒業生が語る城ノ内中学校・高等学校 （平成30年3月卒業生）

昨年度、科学の甲子園ジュニアにチャレンジしました。県内で勝ち残り城ノ内の 3 名と他校生の
3 名とで徳島の合同チームを結成。全国からの出場者たちと戦い優良賞を受賞しました。また、夏
季休業中の夏期講座でも、科学的思考を培うためにさまざまな講座が開かれています。

●夏期講座「理科自由研究の進め方」

3学年

●「豊かな生活を創るアイデアバッグ」コンクール全国大会
特許庁 長官賞（3位相当）、女子栄養大学 学長賞（5位相当）

●科学的な思考を育てる

夏期
講座

中等教育学校後期課程

学

●科学の甲子園

国際教養大学
国際教養学部
グローバル・スタディズ学科

京都大学
農学部 森林科学学科

神戸大学
法学部 法律学科

山 本 千 尋

今 市 健太郎

9期生
平成24年度中学校入学

9期生
平成24年度中学校入学

9期生
平成24年度中学校入学

私は、城ノ内中学校・高等学校で
6年間お世話になりました。城ノ内
は中高一貫校であり高校受験がない
ので、中学生の時は勉強だけでなく
部活にも全力を注いでいました。全
国大会に参加できたことは忘れられ
ない良い思い出です。部活では高校
生の先輩と仲良くなることができま
した。中高一貫校の魅力はほかにも
あります。それはイベントが多く充
実していることです。宿泊研修や修
学旅行はもちろん、高校生とともに
行う城ノ内祭は非常に楽しかったで
す。また6年間学校生活を共にする
ことで、大切な友達もたくさんでき
ました。苦楽を共にする仲間がいた
から受験も乗り越えられたと思いま
す。何事にも全力でチャレンジでき
た城ノ内での思い出は私にとってか
けがえのないものになっています。
城ノ内での6年間は実りある充実し
た6年間になると思います。

私は、城ノ内中学校・高等学校に

私は城ノ内で中学校・高校の6年

6年間通いました。城ノ内には県内

間お世話になりました。城ノ内の一

各地から高い志を持った生徒が集ま

番の魅力は高校受験がないため自分

ってくるので、私自身、自然と意識

の将来について深く考える時間を持

を高く持ち続けることができ、その

てることです。私も、早くから大学

ことが大学受験の成功につながった

や進路について考えることができ、

のだと感じています。また、同じ学

自分の夢に大きく近づくことが出来

校に広い学年層の生徒たちが一緒に

ました。また、城ノ内の魅力は勉強

学校生活を送ることによって、勉

面が充実しているだけではありませ

強、部活動、その他の様々な面で他

ん。城ノ内祭は高校と合同で行われ

校にはない経験をすることができる

るため大規模に行われ、他校とは比

ことも城ノ内の魅力だと思います。

べ物にならないくらいの感動と興奮

今は、城ノ内にとって様々な面で変

を味わうことができます。今では数

革の時期だと思います。ぜひ、城ノ

少なくなった自然体験活動やゴルフ

内に来て、これから新しい城ノ内を

研修など城ノ内特有の学校行事も多

創っていく一員となってください。

くあります。城ノ内で素晴らしい先

元 木

愛

生方や仲間と過ごす6年間は皆さん
にとって他では得難い最高の思い出
となるでしょう。
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充実した学校生活

悠然と流れる四国三郎
緑豊かなすばらしい環

吉野川を背に、52,000m２という県内では最大級の広大な校地を有し、
境のもとで、勉学や部活動に充実した学校生活を送ることができます。

学期

1

城ノ内中生の一年

●球技大会
●対面式

●阿波文化学習（1年）

●避難訓練

●交通安全教室

●宿泊研修（1年）

●AED講習会（1年）

●人権集会

●歯の健康教室（2年）

●水泳実習

●保育実習（2年）

●修学旅行（3年）

学期

2

●学級委員長・副委員長任命式

●城ノ内祭
（文化祭）
●広島平和学習（2年）

●城ノ内祭（体育祭）

●校外体験活動（1 年）

●校外体験活動（3年）
●卒業式

学期

3

●防災体験

●離任式

●阿波踊り実習

●新人駅伝

9

●職場体験学習
（3 年）

●合唱コンクール

●三味線実習
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城ノ内が分かる
１

7つのQ&A

４

なって、長期的な展望に立って指導するとともに、生徒
に高い目標を持たせ、生徒の希望する進路を実現するた
めに、学力向上を図る教育を展開します。そして、高等学校では難関大学への進学等、生徒一人
ひとりの希望に応じた進路指導を進めています。具体的には授業の充実、個別指導や確認テス

中等教育学校とは、中学校及び高等学校で行う教育を、
一つの学校として、6年間で一体的に行う学校のことで
す。中学校に相当する3年間を前期課程、高等学校に相
当する3年間を後期課程といいます。また、今までの併
設型中高一貫教育校では、高等学校で生徒募集を行って
いましたが、中等教育学校では、生徒募集は前期課程で
しか行わず、後期課程は行いません。
平成31年度中学校入学生は、城ノ内中学校に入学し、2
年生で城ノ内中等教育学校に転学することになります。
中等教育学校になっても、現在の城ノ内高校の単位制は後期課程でも継続され、コース制や少人
数授業も維持しつつ、6年間を見据えた新たなカリキュラムでのきめ細やかな学習指導を行います。

２

３

11

本校は平成25年度に徳島県教育委員会より「リーディングハイスクール事業」の指
定を受け、15年間の併設型中高一貫校の実績をもとに、進学面等において本県の
中等教育を牽引する学校づくりをめざして次のような取組を行っています。
① 学習時間を充実させるために、中学校では、週あたりの授業時数を33時間に
増やしました。（平成26年度までは31時間）
② 英語・数学・理科の3教科については、中学3年生2学期より、高等学校の学習
内容を一部移行（先取り学習）して学習しています。
③ グローバル人材の育成のために、新たな本校独自科目「グローバルイング
リッシュ」を開設し、生きて使える英語学習を行うとともに、語学学習支援
（CALL）システムを活用し英語検定などにも積極的に取り組んでいます。

本校では、確かな学力の育成と進路希望の達成に全力で
取り組んでいきます。中学校と高等学校の教員が一体と

中等教育学校に移行することで、
どのような変化がありますか。

「リーディングハイスクール事業」での
具体的な取組は何ですか。

大学進学に対しては、
どのような指導を行うのですか。

ト、校内実力テストや校外模擬試験、小論文指導等、きめ細かな指導を展開していきます。

５

城ノ内中学校と他の私立の中学校等を
併願することはできますか。
制度上は可能です。各学校にはそれぞれの教育方針や特色がありますので、
よく研究し、自分に合った学校に進むことが大切です。

６

城ノ内中等教育学校の前期課程を修了した後、
他の高等学校へ進学することはできますか。
城ノ内中学校を希望する生徒は、本校の
中高一貫教育に魅力を感じて入学してく
るものと考えていますので、城ノ内中等
教育学校後期課程に進級することが原則
です。ただし、転住など、他の高等学校
にどうしても進学する必要がある場合に
は、他校を受験することはできますが、
その際、城ノ内中等教育学校後期課程へ
の進級はできなくなります。

「先取り学習」はどのように行うのですか。
リーディングハイスクールとして、本校は、特に、外国語及び理数教育に力を入れています。こ
のため、この3教科については、学習指導要領に
定められた標準よりも多い授業時数を配当し、1
年生より計画的に通常の進度に先んじて学習を進
めます。中学3年生の1学期で中学校の学習内容
を終え、2学期からは、高等学校の学習内容を先
取りして指導します。国語、社会でも分野により
一部高等学校の学習内容を取り入れ指導します。
高等学校では、理科の必須科目が増え授業時数の確
保が課題となっていますが、先取り学習により、ゆ
とりを持って各科目を学ぶことができます。

７

城ノ内中学校の入学者選抜では、
中学校区ごとに入学者数の割り当てはあるのですか。
また、男女比は考慮されるのですか。
通学区域を県内全域としているため、
入学者数を中学校区ごとに割り当てた
り、市内と市外の比率を決めたりする
など、地域別に入学者数の制限を加え
ることはありません。また、男女別の
定員も定めていません。
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1

⑶

募集定員及び出願資格等

⑴

募集定員

⑵

出願資格
ア

検査内容及び方法
①

適性検査
自己の考えや意見を表現する力や、課題を発見し、追究し、解決する力など、小学
校教育において身に付けた多様な力をみるために、次の検査を行います。

140名

保護者の現住所が徳島県内にあり、平成31年3月に小学校若しくはこれに準ずる学

校若しくは義務教育学校前期課程
（以下
「小学校」
という。
）
を卒業する見込みの者
イ

通学区域

2

県内全域

出願手続

②

検査Ⅱ

生活に関連する事柄等について、課題を見いだし、多様な解決方法を
考え、その解決を図る。

面接
志願者の目的意識、意欲や長所等をみるために、集団面接を行います。

出願期間
平成30年12月9日
（日）から11日（火）まで
なお、受付時間は午前9時から午後5時までとし、最終日に限り正午までとします。

4

提出書類

小学校長から提出される調査書、適性検査の成績及び面接の結果を資料として、総合的

⑵
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資料等から読み取った内容や情報をもとに、自己の考えをまとめ、文
章等で表現する。

特別な事情があり、徳島県教育委員会
（以下
「教育委員会」
という。）が出願を許可した者

⑶

⑴

検査Ⅰ

出願は、次の書類等を出願期間内に徳島県立城ノ内中学校長に保護者が直接行って
ください。
ア

入学願書

オ

連絡用封筒

イ

受検票

ウ

調査書

エ

選抜結果通知用封筒

に選抜します。

5

平成31年1月19日
（土）
に、受検者本人あてに郵送によって、選抜の結果を通知します。

徳島県立城ノ内中学校・高等学校

また、併せて受検者の在籍する小学校長にも通知します。

〒770-0003
⑷

徳島市北田宮1丁目9番30号

6

書類等の作成
①

入学願書
入学考査料として徳島県収入証紙（2,200円分）と、出願前3か月以内に撮影した志

入学確約書の提出
ア

入学予定者の保護者は、提出期間内に「入学確約書」を城ノ内中学校長に直接提出し
なければなりません。

受検票

イ

入学願書に貼付したものと同じ写真を貼付してください。

提出期間は、平成31年1月21日
（月）
から1月23日
（水）
までとします。
なお、受付時間は午前9時から午後5時までです。

調査書
在籍する小学校の校長
（以下「小学校長」という。）
が作成し、厳封したものを開封せず

⑵

その他
入学予定者が保護者の転勤等やむを得ない事情により、入学を辞退しようとする場合、

に提出しなければなりません。
④

入学予定者の手続き

⑴

願者の顔写真
（縦4㎝×横3㎝）
を貼付してください。

③

選抜結果の通知

提出先

⑶

②

選抜の方法

その保護者は速やかに
「入学辞退届」
を城ノ内中学校長に提出しなければなりません。

選抜結果通知用封筒
選抜結果通知用封筒には、392円分の切手を貼付してください。
県外の場合は、速達料金を含め、672円分の切手を貼付してください。

⑤

連絡用封筒（面接予定時間）

た上で、繰上合格者を決定します。

受検票の交付
出願書類等を受理した後、直ちに志願者に受検票を交付します。

⑹

県外からの出願

８

保護者と共に県内に転住することが明らかである場合など、特別な事情がある者は、出
願に先立って、教育委員会の許可を受けなければなりません。

城ノ内中学校概要

3
⑴

第26条第1項の規定に基づき、口頭による開示請求を行うことができます。
⑴

検査の実施

受付期間・受付時間
受付期間は、平成31年1月21日
（月）
から2月20日
（水）
までとします。
ただし、土曜日、日曜日、祝日及び2月5日（火）を除く、平日の午前9時から午後5時

実施日及び会場
日程

までです。

付

8時30分 ～

9時20分

点 呼 ・ 注 意

9時30分 ～

9時45分

受
検

査

Ⅰ

10時00分 ～ 10時45分 （45分間）

検

査

Ⅱ

11時15分 ～ 12時05分 （50分間）

接

13時05分 ～

面

適性検査の得点の開示

受検者は、選抜の結果について、徳島県個人情報保護条例
（平成14年徳島県条例第43号）

平成31年1月12日
（土） 徳島県立城ノ内中学校・高等学校
⑵

繰上合格者の決定

選抜結果の通知後に入学辞退者が生じた場合は、繰上合格候補者に入学の意思を確認し

連絡用封筒には、82円分の切手を貼付してください。
⑸

７

⑵

開示の内容
開示の対象となる個人情報の内容は、適性検査及び調査書の得点です。

⑶

受付場所等
受検者本人が、受検票等の本人であることを確認できる書類を城ノ内中学校に持参し、
開示の請求をしてください。

※以上の内容について、詳しくは｢平成31年度 徳島県立中学校生徒募集選抜要項｣をご覧ください。

Tokushima Prefectural Johnouchi Junior and Senior High School 14

吉野川大橋

吉野川橋

N
吉野川
徳島ゴルフ場

城ノ内中学
城ノ内高校

②
徳島県教育会館

徳島市民病院

①
徳島大学
佐古駅
R11

徳島駅

最寄りの交通機関
● 徳島市営バス①
東田宮下車 徒歩10分
● 徳島バス②
吉野橋下車 徒歩10分
● ＪＲ
佐古駅下車 徒歩20分

●お問い合わせ

徳島県立城ノ内中学校
〒770-0003
徳島市北田宮１丁目9番30号
TEL：088-632-3712
FAX：088-633-0126
U R L：http://johnouchi-hs.tokushima-ec.ed.jp
E-mail：johnouchi_ jhs@mt.tokushima-ec.ed.jp

