
ICTを活用した教育・特色ある英語教育・生徒一人ひとりに寄り添う
教育システムなど本校の特徴をお伝えします

学校説明会

志願者向けサッカー練習会

学校紹介／授業体験／校内見学／制服試着写真撮影会（希望者）／
給食体験（無料です。保護者の方も是非ご一緒にお召し上がりください）

OPEN SCHOOL

国語・算数の2科目の模擬テストです。参加は無料。
小学生ならどなたでも受験できます。

入学試験に関する詳細をご説明します。
入試対策として国語と算数の模擬授業も開催。

模擬試験 入試説明会

【第1回】 【第2回】

〒376-0043　群馬県桐生市小曽根町9-17

http://jhs.kiryu-u.ac.jp
TEL.0277-48-8600

桐生大学附属中学校

検  索桐生大学附属中学校

平成29年４月より、新桐生駅～学校間でスクールバスを運行！

主要エリアからの所要時間

［ お問い合わせ・各種イベントお申し込み先 ］

最寄り駅から徒歩１分、駅から近い安心感
桐生大学附属中学校は「西桐生駅」から徒歩１分、「桐生駅」からも徒歩５分という
恵まれた立地環境。県内では駅に最も近い学校です。

新桐生駅～学校（西桐生キャンパス）間でスクールバスを運行します。
太田方面から通う生徒の皆さんに対応します。

登校時

下校時

桐生大学附属中学校 7：45着新桐生駅 7：35発
※朝学習開始8:15に対応しています

※学校で宿題を済ませて帰宅することができます

⇒

新桐生駅 19：10着桐生大学附属中学校 19：00発 ⇒

桐
生
大
学
附
属
中
学
校

ＪＲ両毛線（約16分） 徒歩5分

上毛電気鉄道（約10分） 徒歩１分

上毛電気鉄道（約52分） 徒歩１分

足利 から約21分

赤城 から約11分

中央前橋 から約53分

太田 から約50分

桐生

ＪＲ両毛線（約17分） 徒歩5分伊勢崎 から約22分 桐生

西桐生

西桐生

新桐生東武桐生線（約40分） スクールバス（約10分）

POINT

FUN な 中 学 ラ イ フ を 体 験 し よ う ！

合 格 へ の 近 道 ！ 本 番 さ な が ら の 模 擬 試 験

小 林 勉 監 督 に よ る ゲ ー ム 形 式 で の 練 習

６月2日（土） 7月28日（土）
10：30～12：00

9月1日（土） 10月6日（土）
9：00～11：00

6月30日（土） 8月19日（日）
9：00～12：30

10月13日（土）
10：30～12：00

小林監督による指導方針・練習方針の説明ならびに、ゲーム形式での練習のほか、軽食を含む懇談会を実施。志願者同士の交流を
深めることができます。当日は、本校教員による受験相談会も実施します。練習会場は、桐生大学内のサッカーコートで行います。

19：00～20：30
7月25日（水）

19：00～20：30
9月5日（水）

19：00～20：30
10月10日（水）

特 別 進 学 コ ー ス

進学スポーツコース

桐生大学附属中学校
2019

一人ひとりが輝く桐大中

UNIVERSITY JUNIOR HIGH SCHOOL
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「面倒見」のよさ

一人ひとりの学力や意欲  に寄り添った指導

少人数教育により、マンツーマンに近い指導ができるため、先生と生徒の距離が近く、いつも先生が見守ってく

れているという安心感があります。

輝き
の理由

輝き
の理由

輝き
の理由

「少人数」のよさ

生徒全員にリーダー  として、活躍できるチャンスがある

少人数だからこそ、さまざまな学校行事で、生徒全員がリーダーになり活躍できる機会を与えることができます。

生徒一人ひとりが主役となって輝けるチャンスが用意されています。

「中高一貫」のよさ

親密な人間関係  を築き、かけがえのない連帯感を育む

「特別進学コース」は、中高一貫の6年間を西桐生キャンパスで学びます。また、「進学スポーツコース」は、高校

進学後は「サッカー」「野球」「バスケットボール」などの強化クラブが集結する本校舎で学びます。どちらのコー

スも、中高一貫教育で親密な人間関係を築き、絆を深め、かけがえのない連帯感を育んでいきます。

先生と生徒の距離が近く、

いつも誰かが、寄り添い励ましてくれる。

あんなこと、こんなこと、見つけたい。始めたい。

桐大中は、一人ひとりが輝ける場所。

さあ、FUNな未来に向かって、進もう。

一人ひと
りが輝く

桐大中
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自分がいる。

1 2



特別進学コース

しっかり学力を伸ばし、進路相談もしています

VOICE
先輩からの

理系科目を伸ばしたいため、理科と数学に力を入れています。中学3年生にな

り、特に数学の応用問題を解く機会が増えました。解説をしっかり聞いて復習

し、できるだけ多くの問題を解くように頑張っています。将来はロボットに関

わる仕事に興味があり、どんな大学にいけば研究ができるのか自分で調べる

など準備を始めています。先生も進路についてアドバイスしてくれますし、

中学生の段階で何を勉強すればよいかわかるのは桐大中の魅力だと思います。

桐生第一高等学校 特別進学コース １年
桐生大学附属中学校出身（桐生市立菱小学校 出身）深田 祐希 さん

強豪校との試合がよい経験に。勉強も頑張っています

VOICE
生徒からの

サッカーで全国制覇という夢があります。桐大中なら小林監督の指導のもと

サッカーに打ち込みながら勉強との両立もできると思い、入学を決めました。

1年生で公式戦の出場を果たし、特に夏の遠征では全国的に有名な強豪校と試

合ができて、よい経験になりました。勉強面でも、定期テストで上位に入るた

めに授業に集中したり、放課後の自主学習で宿題を終わらせるなど、部活動と

両立するために工夫をしています。

進学スポーツコース ２年（前橋市立朝倉小学校 出身）渡邉 建造 さん

国公立大学・難関私立大学合格をめざす

※総合コース／製菓衛生師コース／調理科など他のコースへの進学も場合により可能です

桐生大学附属中学校【育てる3年間】

〈西桐生キャンパス〉

特別進学コース（男女共学）

男女共学

■   特別進学コース 中高一貫の流れ

桐生第一高等学校【鍛える３年間】

特別進学コース
〈西桐生キャンパス〉

進学スポーツコース
サッカーで全国の頂点を、勉強では国公立大学・有名私立大学合格をめざす

※総合コース／製菓衛生師コース／調理科など他のコースへの進学も場合により可能です

桐生大学附属中学校【育てる3年間】

〈西桐生キャンパス〉

進学スポーツコース（男子サッカー）

男子
サッカー

■   進学スポーツコース 中高一貫の流れ

桐生第一高等学校【鍛える３年間】

進学スポーツコース
〈本校舎〉

少人数教育によるきめ細かな指導やグループ学習、

体験学習などにより、学力・生きる力の向上を図り

ます。英検準2級や数学オリンピックなどの資格やコ

ンテストへも挑戦します。

グループ学習、
体験学習なども積極的に

1

放課後や夏休みなどの長期休暇を利用し、じっくり

勉強に取り組む講座制授業が用意されています。自分

の目標や目的に合わせて得意分野を伸ばし、苦手を克服

することができます。

通常の授業以外にも、
豊富な勉強時間を

2
サッカー部の指導者は、数多くのJリーガーを育てた経験

のある小林勉監督です。全国大会をめざすチームづくりに

は定評があり、高い目標に向かってハイレベルの練習を重

ねています。週に2～3回は桐生大学の人工芝グラウンド

でトレーニングし、週末は公式戦や練習試合を行います。

その一方で、授業内容は特別進学コースと同じですので、

少人数教育で文武両道をめざします。

文武両道で、サッカーに勉強に
打ち込める環境

1

桐大中の進学スポーツコースは、中高一貫教育の特徴を活か

しクラブチームに所属しなくても、実力次第で高円宮杯をめ

ざすことができる環境が整っています。しかも中学校の部活

動として、中体連の大会にも出場できるという幅広い選択肢

があります。遠征や合宿なども積極的に行いますが、そのため

の交通費やグラウンド使用料、大会参加費はすべて学校が負

担します。

高円宮杯＆全国中学校サッカー大会で
全国の頂点をめざす

2
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「生徒一人ひとりが輝く学校」をめざす桐生大学附属中学校。

生徒たちの「輝き」は、楽しいこと、自律していること、

心身の健康、感動体験、学び合うことー。

仲間同士、先生と生徒など、お互いの信頼関係を築き、

他者貢献の心・自立（自律）心を育む、こころの教育を大切にしています。

一人ひとりの輝きは、
こころの教育から

「朝学習」では、英語音読、英単語、漢字練習、計算ドリルなどに

取り組みます。集中力や論理構成力を養成し、英語・数学・国語

の基本的な学力の向上につなげます。さらに、放課後や土曜日、

長期休暇中に「講座制授業」を実施。個人の習熟度にきめ細かに

応じ、添削指導を行います。得意分野を伸ばしたり、苦手な分野

を克服したり自分のペースに合わせて受講できます。

基礎学力と講座制授業 能・箏の体験型授業

キャリア教育・総合教育

● 2017 クエストカップ全国大会出場  （大和ハウスチーム）
● 2018 クエストカップ全国大会出場 （パナソニックチーム）

生徒のプラス行動に気づく

「エールシステム」

エールシステムとは、生徒の変化に教員全員が

気づき、評価し、本人にエールを送ることで、

生徒の芽を伸ばす本校ならではのシステムです。

ほめることで、本人のやる気を高め、できない

ところは、解決策を示すなど、つまずきをなく

すための指導を行っています。
職員室は自習室・図書室に隣接しており、気軽に相
談でき、教員の目が行き届く環境です。

毎週、教員が生徒のプラス変化を話し合う機会を設
けて、しっかりと生徒本人にフィードバックします。

基礎から応用まで深く

育てる
学び

日本の伝統文化を体験

本物に
触れる教育

未来（進路）につなぐためのキャリア教育「体験型進路学習プロ

グラム」を用意しています。１年生では世の中にあるさまざまな

課題を見つけて、仲間とともに解決していくプログラム。２年生

からは実際の企業と連携したプログラムに挑戦します。企業か

ら与えられた課題に取り組み、担当者や先生のアドバイスを受

けながら、ミッションの答え

を探求してプレゼンテー

ションを行いました。こうし

た体験型学習によって、実社

会で役立つスキルや思考力、

表現力などを身につけます。

国際化する社会のなかで、日本人として日本文化を深く知るこ

とは、異文化への理解にも大きく役立ちます。そこで全国でも

珍しい取り組みとして、一流の先生から「能」や「箏」を学ぶ授

業を実施しています。異なる

文化を尊重するこころを育

むとともに、文化的な交流を

可能とするような国際感覚

を養うことをめざします。

箏

能

【自立と自律・他者貢献の心】
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英語に慣れ親しむために、英語だけで1日中過ごす日を設けて

います。クイズやゲームなどいろいろな方法で英語にふれるこ

とで、英語を使う楽しさに気づいていきます。

英国の街を再現した施設「ブリティッシュヒルズ」へ。現地ス

タッフとの会話などを通じて英語力を鍛え、さまざまな成功や

失敗を自信につなげることが目的です。

欧米の一流大学で学んでいる大学生・大学院生と一緒に、プロ

ジェクトやディスカッションに取り組む短期国内研修を実施

します。「日本人とは何か」「自己とは何か」についてを考え、異

文化への理解のほか、英語力の必要性などについて体感的に理

解することをめざします。

中学3年生の3学期に3カ月間、ニュージーランドへの中期留学

が可能です。中高一貫教育により、中学で学ぶ内容は留学前の

12月に終わるため安心して参加できます。短期留学よりも英語力

の向上に期待できるほか、国際感覚や広い視野が身につきます。

イングリッシュデイ（1年生）

イングリッシュキャンプ（2年生）

プレエンパワーメントプログラム（3年生）

3カ月のニュージーランド留学

英語での会話に慣れるために、
自分から話すように心がけました

ネイティブの人と英語で話してみたいと思って参加しま

した。最初はうまく言葉になりませんでしたが、受け身に

ならないように自分から話題を振るように心がけ、会話

ができたときには嬉しくなりました。のんびり勉強できる

ニュージーランドの雰囲気もよかったです。

世界的な視野を持ち「英語脳」を育む

グローバル教育 &
国際交流プログラム

Google社のOSを搭載したノートパソコン「Chromebook（ク

ロームブック）」を2017年度から導入し、生徒一人ひとりが使

えるようにしています。作業は基本的にクラウド上で行われ、ア

プリなどをインストールする必要がなく安全です。タブレット

として使えるほか、物理キーボードも備わっているためタイピ

ングも習得可能。このように、Chromebookを用いたICT教育

には多くのメリットがあります。クラウド上で、いつでもどこで

も学べる環境づくりに取り組んでいます。

すべてをクラウド上で
授業や小テストの添削、家庭への連絡なども、クラウドを活用

することで一気に効率化。ベネッセ社の学習支援クラウドサー

ビス「Classi（クラッシー）」を利用することで、生徒・保護者・

先生それぞれをオンラインで結び、宿題や連絡事項などを簡単

にやりとりできます。また、「Classinote」というツールでは、

授業中に課題の解答を生徒が提出し、それをリアルタイムで先

生が添削して戻すことも可能。桐大中では、黒板やホワイトボー

ドをまったく使わない授業も珍しくありません。家庭でも、イン

ターネットでログインするだけで学校とつながります。この利

便性もクラウドでICT教育を行う大きなメリットです。

黒板を使わない授業も

グループ課題もスムーズに

いつでも、どこでも、だれとでも

※Information and Communication Technology

ICT※を
活用した学び

Pre-empow
erm

e
n
t p
rogram

桐生第一高等学校 特別進学コース 2年
桐生大学附属中学校出身（桐生市立天沼小学校 出身）

澤口 瑠菜 さん

たとえばグループワークのように、何人かで調べたことを発表

する場合、従来はグループのメンバーが何回も顔を合わせて、

一つひとつ確認しながら進める必要がありました。こうした話

し合いや確認などをクラウドという場で行うことができれば、

教室にメンバーが集合しなくても課題を素早く正確に進

められます。桐大中では、各生徒がChromebookを用いて、

Google社のクラウドアプリケー

ション「G Suite」を利用。オンラ

インで協力しながらスライドを作

成したり、課題をワンタッチで先

生に提出したりしています。

En

gl
is
h 
C
a
m
p

学校に常駐するネイティブスピーカーの教

員と一緒に、入学直後から「話す力」を含め

た4技 能（聞く・話す・読む・書く）を

身につけていきます。英語で一緒にゲーム

をしたり歌ったりするなど、楽しみながら

英語に親しみ、学習意欲を自然に育みます。

授業以外でも英語に触れる機会を多く設

け、柔軟な「英語脳」を育てます。

英語イベント

英単語コンテスト

英語暗唱コンテスト

英語スピーチ発表会

英検

G -TEC

イベント内容

継続的に英単語の習得を図ります（中1～中3）

英語教科書の暗唱を行います（中1～中3）

学年ごとにテーマを決めて実施します（中1～中3）

中学で準２級、高校で準１級合格を目標

4技能など英語の到達度を測ります（中1～中3）

約4割の生徒が
準2級以上取得読み書きだけでなく、「話せる」英語力を。

目標を立て、資格試験やコンテストにも挑戦！
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■合格者からのメッセージ

● 北海道大学
● 東北大学
● 大阪大学
● 筑波大学
● お茶の水女子大学
● 横浜国立大学
● 東京学芸大学
● 東京農工大学

● 千葉大学
● 電気通信大学
● 東京海洋大学
● 群馬大学
● 埼玉大学
● 広島大学
● 新潟大学
● 信州大学

● 山梨大学
● 首都大学東京
● 横浜市立大学
● 高崎経済大学
● 前橋工科大学
● 群馬県立女子大学
● 群馬県立県民健康科学大学
● 都留文科大学　ほか

【国公立大学】
● 慶応義塾大学
● 早稲田大学
● 上智大学
● 東京理科大学
● 明治大学
● 立教大学
● 青山学院大学
● 中央大学

● 法政大学
● 学習院大学
● 同志社大学
● 立命館大学
● 関西大学
● 芝浦工業大学
● 東京薬科大学
● 成城大学

● 東洋大学
● 日本大学
● 駒澤大学
● 専修大学
● 國學院大學　ほか

【私立大学】

地理を担当しています。
世界地図・日本地図を丸ごとインプット、
旅行している感覚に近い
アクティブな授業をめざします。

福田 享 先生

健康の三要素は食事、運動、睡眠です。
日々の生活のなかでバランスよく行い、
健康な体つくりをめざします。

小保方 重夫 先生

言葉が増えると
文を読むのが楽しくなります。
めざせ、語彙力アップ！

清塚 恵美子 先生

365日毎日の問題演習と
学び合いが数学力を伸ばします。
学び合いを通して
確かな学力を
身につけましょう。

伊藤 潤 先生
「知識」を覚えるだけではなく
「実際に使える力」をつける
取り組みがたくさんあります。
めいっぱい英語を
学んでいきましょう。

高津 あかり 先生

You can learn useful English
in our fun and 
interesting classes. 
Let's enjoy learning and 
speaking English! 

ケビン・ノブラック 先生

進路実績
教員からのメッセージ

※平成24～29年度の実績

東京農工大学 合格
（工学部）

受験に特化した学習環境で、
学力を伸ばすことができた

中学時代から、大学では工学系の勉強がしたい

と思っていました。授業内容は受験に特化して

いて、３年の夏休み以降は演習形式が増えてき

ます。先生の教え方もわかりやすく、着実に実

力をつけられたと感じます。センター試験後に

先生と相談し、二次試験の傾向が自分に合って

いるというアドバイスから東京農工大を受験。

見事に合格できてとても嬉しかったです。

桐生第一高等学校 平成29年3月卒業
（桐生市立西小学校 出身）

大友 七海子 さん

群馬県立女子大学 合格
（国際コミュニケーション学部）

授業後の問題添削など、
細かなサポートのおかげで合格

中学時代にフランスに語学研修に行ったのが

きっかけで、もっと海外のことを専門的に勉強

したいと思いました。英語力を鍛えるために英

検に取り組み、高校3年で準1級まで取得。受験

担当の先生に問題添削をお願いしたり、大学の

情報を聞いたりして対策を進めました。英語を

専門的に学べる学科への合格が決まり、いつか

海外で働く夢をふくらませています。

桐生第一高等学校 平成29年3月卒業
（みどり市立笠懸北小学校 出身）

中山 彩花 さん

群馬大学 合格
（理工学部）

国立大合格を後押ししてくれた、
万全のバックアップ体制

大学受験を見据えて、6年間一貫して学べる点が

魅力でした。中学時代は基礎を徹底して学び、高

校1年からは国立大を意識した勉強をスタート。

放課後に学校で勉強できる点は助かりましたし、

受験担当の先生から細かなアドバイスを受けら

れるなど、学校のバックアップは万全だったと

思います。群馬大学では、高電圧パルスについて

研究してみたいと考えています。

桐生第一高等学校 平成29年3月卒業
（前橋市立桂萱小学校 出身）

福田 伊織 さん

社会

「わからない！どうして？」
その気持ちが大切です！自分の手で実験し、
確かめながら解決していきましょう。

渡辺 桂祐 先生

理科

英語

国語

英語

数学

保健
体育

ずっと見守る、もっと伸ばす。
ときにやさしく、ときに厳しくサポート
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月 火 水 木 金

数学8:15～8:30

ホームルーム／清掃

10:00～10:50

11:00～11:50

12:00～12:50

12:50～13:40

13:40～14:30

朝学習

１限

２限

３限

４限

昼休み

５限

14:40～15:306限

15:40～16:307限

特活

総合

美術／技術

美術／技術

数学

英語

国語

自習

国語

理科

歴史

数学

英語

保体

理科

英語

英語

保体

歴史

数学

昼食

国語

音楽

地理

自習

道徳

国語

理科

総合

音楽

理科

数学

国語

数学

国語

保体

音楽／箏

英語

地理

英会話

16:50～放課後
クラブ活動 講座 クラブ活動

9:00～9:50

8:30～8:55

講
　
　
座

土

講
座
／
部
活

個別 講座

部活 部活 部活部活

桐大中の時間割 （１年生の時間割例）

完全給食制

特別進学コース 時間割 進学スポーツコース 時間割

オフ

楽しい時間は
あっという間だね。

スポーツ大会では、
中学生が高校生に
勝つこともあるよ！

勉強もスポーツも、
しっかりと両立できます！

中高合同スポーツ大会

スプリングキャンプ（1年）

中高合同強歩大会

芸術鑑賞会

百人一首大会

桐生大学祭

入学式

卒業式

英語暗唱コンテスト

（3年）プレエンパワーメントプログラム

平成29年度より完全給食制を導入しています。桐生大学附属中学

校で提供する給食は、管理栄養士養成課程がある桐生大学で調理

され、個別の食物アレルギーにも対応しています。みんなで栄養

バランスのとれた食事をとり、元気な学校生活を送ります。

年 間 行 事
★隔年行事

4月
APRIL

●入学式
●スプリングキャンプ（1年）
●進研模試（2年・３年）

1月
JANUARY

●冬季実力テスト
●ウィンタースポーツ教室
●百人一首大会

2月
FEBRUARY

●進研模試（1年・2年）
●数学検定
●英語検定
●学年末テスト

3月
MARCH

●計算力コンテスト
●卒業式
●E.W.C
●スプリング講座
●英語スピーチコンテスト

5月
MAY

●中間テスト

6月
JUNE

●英語検定
●研修旅行（3年）
●尾瀬学校（1年・2年）★

●校内弁論大会
●期末テスト

7月
JULY

●計算力コンテスト
●E.W.C
●中高合同スポーツ大会
●前期サマー講座
●英語暗唱コンテスト

8月
AUGUST

●後期サマー講座
●夏季実力テスト

9月
SEPTEMBER

●イングリッシュデイ（１年）
●イングリッシュキャンプ（2年）

10月
OCTOBER

●中間テスト　
●英語検定
●文化祭★

●進研模試
●中高合同強歩大会★

●プレエンパワーメント
　プログラム（３年）

11月
NOVEMBER

●桐生大学祭
●E.W.C
●数学検定

12月
DECEMBER

●期末テスト
●G-TEC
●計算力コンテスト
●ウィンター講座
●芸術鑑賞会（1年・2年）★

●校内クエストカップ（2年・３年）
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KIRYUNISHI-KIRYU

ロボコン部箏部

【体育系】

●体操　●テニス　●バドミントン
●フットサル　●卓球
●バスケットボール　●ダンス
【文化系】

●美術　●ロボコン　●囲碁・将棋
●ボランティア　●箏　●英語スピーチ
●サイエンス　●音楽　●書道
●民芸制作　●園芸

特別進学コース

［サッカー部の特長］
◎高円宮杯 ＆ 全国中学校サッカー大会で全国の頂点をめざす
◎サッカー部の指導者は多くのJリーガーを育てた小林勉監督
◎週に2～ 3回、 桐生大学の人工芝グラウンドでトレーニング
◎遠征や合宿への交通費、グラウンド使用料、大会参加費は学校負担

進学スポーツコース

出身学校長または、スポーツ団体の責任者から推薦された方を対象とする
推薦入試があります。詳細は、本校へお問い合わせください。

※他に研修旅行積立金（預り金）などがかかります。

施設紹介 入試概要

● 特別進学コース（男女共学）
● 進学スポーツコース（男子サッカー）

● 図書室 ● 自習スペース

● メディア室 ● 音楽室

● 講堂 ● 理科室

単位：円

入試日 合否発表出願期間入試区分

平成30年

11月29日（木）
平成30年

11月  9日（金）～11月19日（月）

平成30年

12月27日（木）
平成30年

12月  7日（金）～12月17日（月）

平成30年

11月24日（土）

平成30年

12月22日（土）

平成31年

  2月  9日（土）
平成31年

  2月14日（木）
平成31年

  1月31日（木）～  2月  8日（金）

１期
推薦

一般

２期
推薦

一般

３期 一般

■    入試日程

■    募集人員　定員30名■    西桐生キャンパス

クラブ活動

■    入学時の学納金等（平成31年度予定）
施設整備費入学金 後援会費 計

300,00050,000130,000120,000

※他に昼食費・研修旅行費などが月々の経費としてかかります。
※私立中学校に在学している生徒の授業料を軽減する制度があります。

単位：円■    月々の経費（平成31年度予定）
教育充実費授業料 施設設備

拡充費 諸会費 計

３６，７００６，７００４，０００ １０，０００１６，０００

※詳細は、募集要項をご確認ください。

図書室に併設されていて、朝から夜まで自由に利用できます。
デスクには仕切りがあり自分の勉強に集中できる環境です。

小林 勉  監督
日本サッカー協会　A級ライセンス取得。
細貝 萌（柏レイソル）、青木 剛（サガン鳥栖）、
鈴木 武蔵（アルビレックス新潟）など、プロ選手を多数輩出。

学校法人  桐丘学園

認定こども園 桐生大学附属幼稚園

21世紀を担う幼児の心身ともに健全な
発育を願い、新時代のニーズにより適応
できる幼児教育の充実に努めています。
また、平成23年4月より園舎が移転。
さらに充実した教育・保育環境となり
ました。

桐生第一高等学校

高校進学後「特別進学コース」は、西桐
生キャンパスで、「進学スポーツコー
ス」は、本校舎で学びます。多彩な専門
コースを設置しており、「総合コース」
「製菓衛生師コース」「調理科」への進学
も可能。4月に新校舎が完成しました。

桐生大学／桐生大学短期大学部

「実学実践」によって幅広い職業人の育
成を理念に掲げ、平成20年に設立。大
学は医療保健学部看護学科・栄養学科
と別科助産専攻を、短期大学部は生活
科学科とアート・デザイン学科を擁し、
多様な「人間教育」を展開しています。

［ 入試に関するお問い合わせ先 ］  TEL.0277-48-8600

全員が試合に出場する機会を提供するポリシーです

桐生駅から
徒歩５分

新校舎が４月
に完成！

西桐生駅から
徒歩１分

西桐生駅 桐生大学附属中学校
桐生第一高等学校  西桐生キャンパス

桐生第一高等学校　本校舎桐生駅

桐生大学附属中学校の制服は

ブランドです

知りたいこと、
好きなだけ
学べますよ

東京・原宿をベースに、世界中のファッションブランドとライフスタイルにまつわるモノを提案する
ショップBEAMS（ビームス）。そのスクールブランドBEAMS SCHOOLと学生に夢と学びを応援するス
クールウェアブランドKANKOが手掛ける、BEAMS SCHOOL product by KANKO によるデザインです。

勉強もサッカーも
全力で打ち込む
毎日です
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