いつも
見守 ってくれる
先生
英語力が
ぐんぐん
伸びる！

面白い！
一人一台の
タブレット授業
文武両道のカリキュラム編成で国公立大学 ・ 有名私立大学をめざす

進 学 スポーツコース（サッカー）

全国の頂点を
めざそう！

群馬県
- 中学校新人サッカー大会 -

日本の
伝統文化も
学べるよ

初出場＆初優勝

桐生大学附属中学校

創部２年目にして、本校のサッカー部が
県新人大会で優勝することができました。
さらなる高みをめざして邁進します。

特別進学コース
進学スポーツコース（サッカー）

こちらの駐車場に停めて

高円宮杯＆全国中学校サッカー大会で
全国の頂点をめざそう！
● 全員が試合に出場する機会を提供するポリシー

駐車場

駐車場

徒歩で西門からお入りください

サッカーコート

学校説明会

野球場

6／1

サッカー練習会

集合場所

● 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

西門

東門

● 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、

10:30〜12：00
桐生大学 11号館カフェ

小林勉監督によるゲーム形式での練習

志願者向けサッカー練習会

5／15

水

6／12

水

7／3

桐生短期大学前

□開催時間 19 : 00〜20 : 30 （18 : 30集合）
□対象
小学校６年生 （本校志願者）
□練習会場 桐生大学内のサッカーコート （マップは上記を参照）
水

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。

桐生大学附属中学校
〒376-0043

至 桐生

正門

至 伊勢 崎

群馬県桐生市小曽根町 9-17

桐生大学附属中学校

お申し込み
検 索

8／29

6／29

木

19:00〜20：00

7／27

土

9:00〜12：30

土

9:00〜12：30

11号館

〒379-2392 群馬県みどり市笠懸町阿佐美 606-7

大会参加費は学校負担

土

OPEN SCHOOL

要予約

9／7

土

9:00〜11:00

［適性検査入試対応］

10／5
9:00〜10:00

2020年度より新入試を導入します
お問い合わせ・学校説明会等お申し込み

土

入試説明会

10／12
10:30〜12:00

入試日程や詳細は、中面を参照ください

【アクセス】●西桐生駅より徒歩１分

本校HPはこちらから

https://jhs.kiryu-u.ac.jp
桐生大学附属中学校

〒376-0043 群馬県桐生市小曽根町9-17
本校HPはこちらから

土

〈事前に本校 HP、またはお電話にてお申し込みください〉

TEL.0277-48-8600

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

オー プンテスト

［学力検査入試対応（国語・算数）］

●桐生駅より徒歩５分

●新桐生駅よりスクールバスで15分

検 索

●尾島体育館（太田市）よりスクールバスで75分

桐大中は
ICT 先進校を
めざします
※

生徒それぞれの理解度に合わせて学習が進められるよ
う、生 徒 一 人 ひ と り に ノ ー ト パ ソ コ ン「Chromebook
（クロームブック）」を提供しています。

※Information and Communication Technology

いつでも、どこでも、だれとでも

2020 年度より
新入試（適性検査）を
導入します
子どもたちが、新しい社会で活躍する力を伸ばせるように、

入しています。生徒・保護者・先生それぞれをオンラインで結び、授業やテストの添削、

本校でも適性検査と同タイプの新入試を導入します。

家庭への連絡なども一気に効率化。授業中に提出された解答をリアルタイムに先生が添削
したり、生徒全員の解答をプロジェクターに投影したりすることも可能です。生徒の学習
記録の共有もできるので教材や指導法の改善にも役立ちます。自宅でもログインするだけ
で学校とつながり、コミュニケーションツールとしても機能しています。

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。授業中はノートパソコンを通
じて与えられた課題に取り組み解答を提出。リアルタイ
ムで先生が添削して戻してくれることも。

2020年度から始まる、新しい「学習指導要領」。学校で学んだことを社会に出て
からも生かせるように、
「学びに向かう力・人間性など」
「知識および技能」
「思考

学びに向かう力・
人間性など

2020年度、新学習指導要領がスタートするタイミングに合わせて、

思考力・判断力・
表現力など

が整っています。プロジェクターやデジタル教材、多様なクラウドサービスも積極的に導

知識および技能

学校教育は大きな変革の時期に差し掛かっています。

本校は全館無線LANを完備し、端末さえあればいつでもインターネットに接続できる環境

力・判断力・表現力など」について主体的・対話的に学ぶことが特徴です。ここ
で求められる資質や能力は、本校の教育理念である「実学実践」や、
『知（自ら知
り）、考（自ら考え）、行（自ら行い）、確（自ら確かめる）』という行動指針にも適

2020年度 新学習指導要領における
「育成を目指す資質・能力」

合しています。そこで、すでに群馬県内の公立中高一貫校で導入されている適性

NEW

検査と同様の出題形式を採用した入試を、2020年度より導入します。

Pepperプログラミング

桐生大学附属中学校

無線LAN

Epson projector
新入試区分

【クラウド型プラットフォーム】

これまで主体的かつ探求心をもって継続的に取り組んできた活動や資格

推薦入試

（英検3級以上）をアピールできる試験です。

学力検査入試

ソフトバンクグループ株式会社とソフトバン
クロボティクス株式会社が実施するPepper
社 会 貢 献 プ ロ グ ラ ム ２ に 参 加 し、人 型 ロ
ボット「Pepper」を2019年４月より導入。
AI（人工知能)、スマートロボット、IoTが普
及する時代の子どもたちが論理的思考力や
創造力などを培う後押しをします。

Chromebook

schoolTakt ClassiNOTE

教員は生徒の学習状況をリアルタイムに把
握でき、生徒同士の解答を共有することで
みんなで学び合う学習環境が生まれます。

ベネッセClassi

テストを受けたり学習動画を見たり、定期
試験の結果を確認するなど、円滑なコミュ
ニケーションを図ることができます。

PCとつなぐことで、デジタル教科書による
授業や動画配信、インターネットによる資
料の投影などが教室で行えます。電子ペン
での書き込みや共有も可能です。

入試日

適性検査入試

1期

2019年

11月 2日（土）

2期

2019年

12月21日（土）

2019年

11月 2日（土）

2019年

12月21日（土）

記述試験として、国語、算数を実施（国語の代わりに英語でも受験可能）。
与えられた資料・図表・文章から得られる知識を整理する力、数理的な
問題や自然科学的な問題を分析し、考察する力や表現する力を評価します。

※２次募集を入試状況により、実施する場合があります。
※出願期間等、詳細は募集要項にてご確認ください。

Google G Suite

Googleが提供する無償の教育ツール。課題
の配布や提出、採点、コメントなど授業内の
あらゆる活動を一カ所で実現できます。

注目ポイント❶

注目ポイント❷

適性検査入試を体験できる
オープンテストを実施

2020 年度より
特別奨学生制度を導入

1 0 / 5（土）
適性検査入試対応

各種入学試験において、各試験結果・通知表・面接等を総合し、本校
基準に応じ合格種別を決定します。特別S奨学生の場合、年間で49万
円の給付金となります。

9：00〜10：00

【生徒・保護者】

合格種別

給付金合計額

特別 S奨学生

490,000 円／年

i-OS

適性検査入試がどのようなものなのか、あらかじめ体験できる模擬

Windows OS

テストです。出題傾向は、群馬県の公立中高一貫校の適性検査Ⅰに

特別 A奨学生

332,000 円／年

Android OS

合わせてつくられています。現在の学力を把握するヒントになるほ

特別 B奨学生

192,000 円／年

か、詳しい解説やアドバイスなどのフォローによって、本番の試験

特別 C奨学生

120,000 円／年

【先生】
いつでも・どこでも

に備えることができます。

※特別奨学生の有効期間は 1 年間です。毎年、更新のための審査があります。
※社会状況の変化に伴い変更する場合があります。

