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Ⅰ 沿革

昭和22. 4. 1 栃木師範学校男子部附属中学校を宝木の同校男子部附属小学校（現在の附属特別支援学校）内に設置する。
（1学年2学級100人）

同日 栃木師範学校女子部附属中学校を戸祭の同校女子部（現在地）に設置する｡ (1学年1学級50人)

24. 4. 1 男子部附属中学校と女子部附属中学校とを統合し，栃木師範学校附属中学校を現在地に設置する。

41. 4. 1 宇都宮大学教育学部附属中学校と改称する。

平成 9.12. 6 附属中学校創立50周年記念式典を挙行する。

16. 4. 1 国立大学法人宇都宮大学教育学部の附属中学校となる。

24. 4. 1 本校舎１号館，２号館，体育館改修及び武道館新設工事完了。

26. 4. 1 校庭改修工事完了。

令和 2. 4. 1 国立大学法人宇都宮大学共同教育学部附属中学校となる。

4. 3.10 第74回卒業式挙行（卒業者13,043 人）。

Ⅱ 教育目標，生徒指標，経営方針

１ 学校教育目標
自他の生命を尊重し，自主・合理・創造の精神と豊かな情操とをもち，民主的で文化的な国家及び社会の進展に努め

ようとする，心身共に健康な生徒を育てる。
２ 目指す人間像

（１） 生命の尊さを深く理解し，自他の生命を尊重して生きようとする人間
（２） 絶えず自己の啓発に努め，自主的，創造的に生きようとする人間

（３） 人間としての強い連帯感をもち，自己と周囲との調和を図りながら，社会の発展に貢献しようとする人間

（４） 物事を常に具体に即して見究めるとともに，広い視野に立って総合的に判断しながら，自己の意志を決定して生き
ようとする人間

３ 生徒指標
（１） 心身共にたくましい生徒になろう

（２） 物事を正しく判断する生徒になろう
（３） 自ら進んで実践する生徒になろう

（４） 感謝と思いやりの心をもった生徒になろう
（５） 集団生活の向上のために働く生徒になろう

４ 学校経営の方針
自然災害や感染症への対応などを含め，学びの場における安全・安心を確保しながら，学校生活においてふさわしい

行動を自律的に選び実践する「セルフコントロール」の精神を尊重する特色ある学校を，生徒と職員・保護者が力を合

わせて創造するとともに，その成果を発信するなどして，地域貢献に努める。
（１） 生徒が心身共に健康でたくましく育つよう，コロナ禍でも様々な活動場面，時間，方法をつくり出し，じっくり考

えたり体験したりする活動等を通して教育目標の達成に努める。
（２） 生徒が自己の能力と個性を十分に伸ばし，充実した学校生活を送れるよう，オンライン配信を活用するなど教育方

法を工夫し，生徒の「学びの保障」を最大限実現する。
（３） 生徒が感謝と思いやり，信頼と友情で結ばれた人間関係が構築できるよう，安全で明るく楽しい学校生活の実現に

努める。
５ 今年度の重点目標

（１）安全の向上と事故防止に努めつつ，健康の保持・増進や体力の向上を図り，意欲や気力の充実した生徒を育成する。
（２）社会規範や決まりをふまえ，正しく判断し，勇気をもって実践できる生徒を育成する。

（３）自ら進んで学ぶ意欲と方法を身に付け，学びを成就させる生徒を育成する。

（４）大学と附属学校園とが連携して，学びをつなげる力，かかわり合う力，やり遂げようとする力を育成する。

Ⅲ 生徒数 （令和４年４月１日現在） Ⅳ 教育課程

１ 年 ２ 年 ３ 年 合 計

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

１組 18 18 36 18 18 36 18 18 36

２組 18 18 36 18 17 35 18 18 36

３組 18 18 36 18 18 36 18 18 36 216 215 431

４組 18 18 36 18 18 36 18 18 36

計 72 72 144 72 71 143 72 72 144



教育実習

文化祭 宇都宮大学共同教育学部の３年

学級対抗合唱コンクールや 生が三週間の実習を行います。

部活動の発表があります。

公開研究発表会

（R4はオンライン）

県内外の先生方に授業等の教

学友会総会 育活動について提案します。

生徒自身が企画･運営。活発に

議論しています。

修学旅行（東北方面、二泊三日）

R4は平泉・仙台方面へ行きました。

学友会役員立会演説会

次代を担う学友会役員執行部

を選出します。

運動会

学年縦割の四色対抗。

３年生のリーダーシップが

光ります。

野外体験学習

第１学年が一泊二日で.

スキーに挑戦します。

Ⅴ 職員組織 （◎は学年主任 ○は教科主任）

校 長 池田 聖 Ⅲ－１ 菅生 崇夫 理科 (非常勤講師) 髙根沢実樹哉 国語
副校長 吉田 茂興 Ⅱ－３ 金田 譲 〇理科 (非常勤講師) 加地万有子 数学
教 頭 渡邊留美子 国語 Ⅰ年付 藤沼 明里 ○音楽 (非常勤講師) ｳｨﾘｱﾑ･ﾊｾｯﾄ 英語
教務主任 齊藤 雄輔 数学 ◎Ⅲ 主 浅野比呂嗣 ○美術 (学校事務) 宮﨑 里佳
研究主任 牧野 高明 ○国語 Ⅰ－３ 吉田 沙織 保体 (用務員) 鈴木 邦雄
◎Ⅱ 主 芳田 潤 国語 Ⅲ－４ 川田 栄 〇保体
◎Ⅰ 主 青栁 忠臣 社会 生徒指導主事 上岡 惇一 〇技家
Ⅲ－３ 中山 智史 社会 Ⅲ－２ 山﨑由果利 技家
Ⅱ－１ 吉永 貴臣 〇社会 進路指導主事 星野 拓也 英語
Ⅱ－４ 大塚 正也 数学 Ⅱ－２ 冨田 好 英語
Ⅰ－１ 高野貴亜紀 ○数学 Ⅰ－２ 吉澤 隆 〇英語
Ⅰ－４ 綱川 明芳 理科 養護教諭 佐山 輝子



Ⅵ 校舎案内

Ⅶ 構内案内


