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達成感を積み重ねながら、社会の
中で自分の可能性を見いだす力、
自分らしさや課題を理解し、解決
の方策を模索し、自律的に学ぶ力

［基本的生活習慣の確立］
「生活指針」
一、挨拶の励行 ［挨拶力］
一、自己管理力の高揚 ［自律力］
一、規則の厳守 ［社会力］
一、環境の美化 ［清掃力］
一、授業態度 ［傾聴力］

「主体的・対話的で深い学び」
（アクティブラーニング）

Chromebook 
１人1台 学習記録の蓄積、学びの

PDCAサイクルの確立
ポートフォリオの蓄積、生
徒・保護者との情報共有

Classi

知識・技能 思考力・判断力・表現力
学力の
3要素 学びに向かう力・人間性等（主体性）

探 究
「総合的な探究の時間」
社会を創造する主体と
しての自覚の育成

ICT活用による
「個別最適化学習」
（アダプティブラーニング）
基礎学力の定着

すらら 朝の読書
朝の読書を通じて落ち
ついた心で学校生活に
臨み、読解力・語彙力の
向上を目指す

［自律力］01
人々の努力や工夫を理解し、良好
な人間関係を構築し、相手に合わ
せ解決に向けて、探究・創造する力

［協働力］02

◎基礎的・基本的な知識及び技能
を確実に習得

◎課題を解決するために必要な思
考力・判断力・表現力の育成

◎主体的に学習に取り組む態度を
養い、個性を活かし多様な人々
との協働を促す

［知力・学力］03
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一 . 自己を敬え［自律］
常に自信を持って事にあたり
自分を大切にし  自分を練磨し  

自己の尊厳を自覚する

一 . 他人を敬え［協働］
常に他人の立場を理解し尊重して

他人に迷惑をかけず  進んで他人のため
社会のために奉仕する

三敬精神に基づく 育成したい3つの資質
本校の建学の精神である三敬精神「一、自己を敬え・一、他人を敬え・一、仕事を敬え」を校訓とし、
その体得実践を目指し、心身ともに健康で次世代のリーダーたる女性を育成する

一 . 仕事を敬え［創造］
常に自分の本務を自覚し

勉学意欲を高め
勤労の精神を培う

建学精神

3つの資質を身につけるために必要となる5つの能力

（自己肯定力）（自己表現力）
（自己理解力）

主体的に課題を発見・探究・解決する力

よりよい地域・社会を創るという目標を共有し、社会と
連携・協働しながら、持続可能な社会を実現するために
行動し、未来の創り手となるために必要な資質・能力

［創造力］04

［課題設定力］課題意識をもつグローバルな視点の獲得
［理論的思考力］課題に対し情報の選択と収集を行い、
分析し、根拠を明確にして考察する力
［プレゼンテーション力］考えや思いをまとめ効果的に
伝える力
［実践力］研究成果の発信と提言、社会への還元・実践

［探究力］05



変化の著しい現代社会では、単に知識を身につけるだけではな
く、情報を収集・判断する力、また分析して自らの考えを表現す
る力が求められてきます。またパソコンやタブレットなどの ICT
ツールが当たり前の身近な道具として使えることが求められて
います。
国の教育改革や大学入試改革の動向も踏まえて、生徒たちが自
ら考え、深く調べ、表現する力を高めるため、入学時からGoogle 
Workspace for Educationを積極的に活用し、主体的・協働的で
深い学びを実現していきます。

「Chromebook」1人1台01
主体的・対話的で深い学び 個別最適化学習

「すらら」を活用した
基礎学力の養成02

一人ひとりの想いに応え、理想の学びを実現する、文星2030プロジェクト

これからのAI時代に必要な学力とは何でしょうか。大切なのは、
AIではなく人間にしかできない力を身につけることです。それは
文脈やコミュニケーションを理解し、多様な情報・状況を判断し、
行動する力であると考えています。考え、判断する基本となるの
は、読解力と基礎的な学力です。宇都宮文星女子高等学校では、
義務教育との接続を考えながら、生徒それぞれの得意分野・苦手
分野に対応するため、ICTを活用した学習サービス「すらら」を活
用し、一人ひとりに最適化した学力養成を実現していきます。

04

活　用
大学入試・就職試験

成績の向上

学年にこだわらない無学年式対話教材 生徒一人ひとりに個別最適化した学習を実現

定　着
AIを活用した

反復学習で理解の定着

理　解
AIを活用した

生徒にあわせた学習



PDCAサイクルの確立 総合的な探究の時間

「Classi」の活用03 「探究」への取り組み04

一人ひとりの想いに応え、理想の学びを実現する、文星2030プロジェクト

大学入試改革を初めとする教育改革では、生徒たちがどのよう
なことを考えどのように行動したかを記録するポートフォリオ
（学修の記録）が重要な要素となります。
宇都宮文星女子高等学校では2018年度より教育クラウドサー
ビス「Classi」を導入しました。生徒が自ら日々の取り組みを記録
し、振り返りを重ねながら次なる成長へと繋げる指導をおこなっ
ています。「Classi」に3年間蓄積したポートフォリオは進路実現
の際の重要なデータとして活用します。

変化の著しい現代社会では、社会や職場での課題を見つけて、
自分で解決していく力が求められます。宇都宮文星女子高等学
校では先進的な ICT環境を活用しながら、生徒が自ら課題を見
つけ、情報収集や分析を行い、解決の方策を講じるというスキ
ルの育成を行います。ベネッセ社「探究ナビ」「探究ナビBasic」
を活用して探究の基礎的なスキルを身につけ、身近な地域課題
から国際的課題へと関心を広げていきます。主体性や協働性、
課題発見カ・問題解決力を総合する「探究力」は、これからの社
会を生き抜く力となるはずです。
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青柳（秀英特進科）  県立高校受験を予定していましたが、合
格者対象説明会に参加して、秀英特進コースの少人数の
クラス編成に惹かれ、自分に合っているのではないかと
思ったからです。

林（総合ビジネス科）  高度な資格、検定を取るためです。
山神（普通科）  小学生の頃からサッカーをはじめ、文星が強

豪校と知り志望しました。

先輩、文星のこと
くわしく聞かせて！

2年生アンケート結果

0 10 20 30 40

関心のある分野が勉強できるから

女子高に魅力を感じたから

少人数制のコースが魅力的だから

通学しやすいから（近い・直通バス）

中学校の先生に勧められたから

入りたい部活があったから

37.9％

27.1％              

27.1.％              

25.7％                

25％                 

16.4％                           

林　 面白い先生ばかりです。わからないところは丁寧に教え
てくれます。

青柳 個人面談のときなどに私達の悩みや話に親身に向き合
い、アドバイスをしてくれるのでとても頼もしいです。

2年生アンケート結果

藤田（普通科）  タイピングが速くなりました。すぐ調べられて
便利だし、あってよかったと思います。

青柳 とても便利です。教科書や資料集だけでは知り得ない

2年生アンケート結果

0 10 20 30 40 50 60 70 80

分からないことをすぐに調べるようになった

タイピングが速くなった

共同作業を通じて、人間関係が広がった

Classiで連絡事項がすぐに確認できた

75.2％

70.1％    

41.3％      　　　　   

38％   　　　　　　  

0 20 40 60 80 100

個性的な先生が多い

面白い先生が多い

丁寧に教えてくれる先生が多い

相談に乗ってくれる先生が多い

83.9％

50.4％  　　　　　    

39.4％        　　　　　    

16.1％  　　   　　　　       

青柳 YES Clubとインターアクトクラブを兼部しています。
YES Clubでは、洋画鑑賞、ポストカード制作、クイズな
どをしました。英語が得意でなくても、先輩方がフォロー
してくださり、明るく楽しい部活なのでとても充実して
います。インターアクトクラブでは、高知県の明徳義塾
高校の韓国人留学生とオンラインで交流し、互いの文化
を伝え合う充実した時間を過ごしました。コロナ禍のた
めボランティア活動には参加できなかったのですが、今
年は参加してみたいと思っています。

山神 私は、サッカー部に所属しています。最初は、練習につ
いていくことが精一杯でしたが、今では自主練などをし
て自分の足りないところを見つけられます。サッカー以
外でも、人として成長できたことがたくさんあります。朝
の清掃活動など中学生の頃の私がしなかったことがで
きていると思います。

藤田 姉も文星女子高校だったので、私も文星に入学して監督
に指導をしてもらいたいと考えて入学を決めました。ソ
フトボールの活動はとても充実しています。インターハ
イ予選が近づいているので気を引き締めて活動していこ
うと思います。

川野（総合ビジネス科）  レストランのメニューのバリエー
ションが良くて、自動販売機の値段が安いところ。
先生が個性豊かで楽しいところも魅力です。

林　 挨拶が盛んな明るい学校。たくさんのコース・系が
あり専門的な学習ができるところです。

藤田 先生たちのお話が面白いところです。先生との雑
談が一番楽しいです。

Q 文星を志望したきっかけは？

Q Chromebookを1年間使ってどうですか？

Q 文星にはどんな先生がいますか？

Q クラブ活動は充実してますか？

Q 文星のここが好き！ってところは？

2年生アンケート・インタビュー 情報をChromebookで調べることができたり、授業で
活用することによって、授業内容が覚えやすいなと感じ
ています。



今、時代は教育改革の真っただ中にあります。英語教育の 4技能の重要性が再認され、大学入
試制度もいずれは変わっていくでしょう。また、ICT教育の推進はコロナ禍の中で今やまった
なしの状況です。すでにAIが人間の仕事にとって代わっていく社会がすぐそこまで来ていると
も言われています。そのなかで、われわれがどう生きるか、本校では「未来をつくる いきる ち
から」の養成を目指し、自ら考えそれを表現することのできる人材を育てるべく、 普通科に文理
探究コースを新設しました。新しいことに臆することなく、いろいろなことにチャレンジしてい
きましょう。これからの世界は男女関係なく、成長していく人間こそが求められるのですから。

これからの時代をどう生き抜くか

青柳 文星女子高校は授業も楽しく、部活動も充実しており、
とても魅力ある学校です。私自身、文星で本当に良かっ
たと感じています。是非、一緒に学び、たくさんの思い
出を作りましょう！

川野 中学校では苦手教科があって、あまり勉強できなかった
という人でも、先生たちが親身になってわかりやすく教
えてくださるし、「すらら」で復習ができるので安心してく
ださい。授業が面白いので、苦手な教科でも楽しいと感
じています。

山神 部活と勉強を両立させたい人におすすめです。 女子高だ
から一人ひとりが楽しめる行事がたくさんあります。コ
ロナの流行で全校が一カ所に集まる行事はあまりできま
せんでしたが、今は生徒会が考えた企画が毎月行われて
います。4月は校内に隠された先生方のメッセージつき
のイースターエッグを探す「イースターエッグを見つけよ
う」、5月は端午の節句にちなんで「女子高だって端午の
節句！ パンツスタイルで学校生活をキメよう！」という
私服で登校できるイベントがありました。 いろいろなこ
とに挑戦できる学校です。

Q ひと言、後輩へメッセージを

学校長

林　文星女子高校はたくさんのコース・系があり専門性の高い
授業や最適な学習環境で充実した3年間を送れます。文化
祭や一日体験など実際の文星女子高校を感じてください。
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中学生のみなさんへ　
文星女子高校は、毎週行
われる探究の時間に、自
分が生活している上で疑
問に思ったことに対して集
めた情報を元に分析を行
い、自分なりの解決策を見
つけるということを行って
います。また、その内容を
ベネッセ主催の「全国探究コンテスト」というものに
毎年応募しています。一昨年のコンテストでは、私と
同じクラスの生徒が準グランプリを受賞していまし
た。このような探究だけではなく、学習・部活動に関
しても生徒の自主性を尊重してくれる学校です。み
なさんもぜひ文星女子高校で自主性を育み、学校生
活もより良いものにしていきましょう！

生徒会長　遠藤ゆな



普通科

秀英特進科

可能性の翼を拡げる多彩なコース  みなさんの夢に応えます

文理探究コース

美術デザインコース

選抜進学コース

秀英特進コース

本校普通科では、自ら主体的に学び、周囲と協働的に課
題を探究し、地域や社会に貢献できる人材育成を目指し
ています。そのために、主要5教科を重点的に学べるカ
リキュラム設定、ChromebookやClassi等の活用によ
る ICT教育と「総合的な探究の時間」の充実を両立させ、
生徒の上級学校への進学をサポートしていきます。

1年次は基礎学力の定着や学習習
慣の確立、探究学習を通じて課題
解決力や表現力の育成を重点的に
行います。 2年次より、生徒のキャ
リア形成に応じた多様な系を設置、
基礎学力と選択科目による専門分
野の知識の習得を両立し、自身の
生き方を探究していくコースです。

主要5教科の学力定着と学習習慣の確立、
探究活動への土台作りを行います

一人ひとりが輝ける学びの環境

特色ある各コースの授業を通し
学力と人間力の向上を目指す

1年生

総合ビジネス科
ICTコース

会計・流通コース  スキル教育を実践

2年生

3年生

生徒のキャリア形成に合わせた授業で、
自己実現への道を探究していきます

生徒一人ひとりの個性に合わせた丁寧な
進路指導で、自己実現をサポートします

2
年
次
よ
り
選
択
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可能性の翼を拡げる多彩なコース  みなさんの夢に応えます

文理進学系

教養進学系

幼児教育系

食物栄養系

社会福祉系

学業と部活動の両立を目指し、私立大学や医療系の
上級学校への進学を目指します。

単独募集で、国公立大学や有名私立大学への進学を目指し、学業と課外活動の両立を図ります。

1年次から少人数の学習体制で
高い学力を身につけます。

国公立大学・難関私立大学
への進学を目指します。

単独募集で、美術系の大学・短大などへの進学を目指し、技術力と創造力を磨きます。

基礎学力の定着と探究活動による教養の深化を目指し、
上級学校への進学を目指します。

幼児教育の知識や技術を身につけ、幼稚園教諭や保育士の
資格免許取得へ向けて、上級学校への進学を目指します。

食に関する専門的知識と技術を身につけ、
食品・栄養系を中心とした上級学校への進学を目指します。

広い視野を育て基礎的な福祉の知識・技術を学び、
社会福祉系の上級学校への進学を目指します。

進路

プログラミング的思考で身につく「生きる力」を育成します。
パソコンのアプリケーションソフト操作技術を習得します。

会計系

流通系

Page 1 1

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 19

Page20

Page 21

Page 17

Page 18
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商業科目を新たに勉強することで、自分の可能性が広がり、進路目標が
具体的に見えてくるコースです。商業の専門科目は全員ゼロから始める
ので、協働学習を行いながら、各種検定試験に挑戦します。検定試験を
とおして身につけた知識と技術は、社会で活躍する際の力となります。



理学部
生体制御学科
秀英特進コース
令和3年度卒業

 小室 芽衣さん

埼玉大学

共同教育学部
秀英特進コース
令和3年度卒業

 堤 ふたばさん

宇都
宮大学

Chromebookを活用してプレゼンをする機会が多かったため、自
分の考えを相手に伝えられるように工夫する力や度胸を身につけま
した。私は、ロボットサイエンス部の活動で行ったプログラミングで、
諦めない姿勢を学ぶことができました。文星女子高校は、個性が伸
ばせる学校です。きっとやりたいことや目標が見つかると思います。

文星女子高校では、宇都宮北ロータリークラブを通じた留学やパソ
コンでの授業など、他にはない経験ができました。また、少人数制
のため授業に集中でき、女子高ならではの穏やかで明るい友達がた
くさんできました。中学生のみなさんは、悩みも多い時期だとは思
いますが、自分に自信が持てる道を文星で見つけて下さい。

獣医学部
獣医学科
秀英特進コース
令和3年度卒業

高瀬なつのさん

麻布大学

看護学部
普通科進学コース

（現 選抜進学コース）
令和3年度卒業

 福崎 愛さん

自治
医科大学

現役合格を果たした卒業生

進学コースはクラス替えもなく、学業と部活動を両立させているク
ラスメイトが多く、自分も頑張ろうと言う気持ちになれました。学
業と部活動の両立や、様々な悩みを共有し、勉強を教え合い、助け
合った仲間との出会いは宝物です。少しでも興味を持った方は、思
い切って文星女子高校に飛び込んでみることをおすすめします。

少人数制で生徒と先生の距離が近かったこともあり、一人ひとりに
わかるよう丁寧に授業を進行してくださったところや、小テストなど
を頻繁に行ってくれるので知識の定着が効率よくできたところが良
かったと思います。学校選びは、人生の分岐点です。いろいろな学
校を比較して自分自身が「行きたい」と思える学校を選んでください。



秀
英
特
進
コ
ー
ス

秀
英
特
進
科

カリキュラム
秀英特進コース  文系・理系  共通科目

文系専門科目 理系専門科目

国語
地理歴史
公民
数学
理科

国語
地理歴史
公民
数学

保健体育
芸術
外国語
家庭
情報

体育　保健
美術Ⅰ　音楽Ⅰ　書道Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ/Ⅱ/Ⅲ　論理・表現Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ
家庭基礎
情報Ⅰ
総合探究　LHR

理科

地理歴史

数学

物理　生物　化学

地理探究

数学Ⅲ　数学演習

現代の国語　言語文化　論理国語　古典探究
地理総合　歴史総合
公共
数学Ⅰ  数学Ⅱ  数学A  数学B  数学C
物理基礎　化学基礎　生物基礎

文学国語　国語演習
日本史探究　世界史探究
政治・経済
数学演習

確かな学力を身につけるハイレベルなカリキュラム×週5回の7時間授業で国公立大学・難関私立大学への進学を目指します。
「あの大学に入りたい」という目標の実現を、細やかな指導でバックアップ。論理的思考力や応用力を高め、総合的な学力を養います。
クラス担任と教科担任が一丸となり、生徒一人ひとりに最適な学習環境を提供します。

充実した個別指導で国公立大や難関私大への進学を目指します。20名程度の少人数制だからこそ、
より理解が深められる授業展開で、一人ひとり行き届いた進学指導を行います。

秀英特進コースの特徴は少人数制
です。先生方は各教科の正確な知
識のご教授に加え、勉強法や進路
についても生徒一人ひとりに親身に
なって手厚くサポートしてください
ます。また、学校行事では人数的不
利を覆すためにクラスが一丸となっ
て智略を尽くし、結果だけでなく、
級友とのかけがえのない絆も得るこ
とができます。秀英特進コースで得
たものは、今の私にとって大きな財
産となっています。そして、それは
この先の人生において、より輝きを
増していくものだと確信しています。

秀英特進コース
令和2年度卒業 

宇都宮大学共同教育学部
人文社会系

 君島 衣織さん

秀英特進コース  主な大学合格実績
主な国公立大学合格実績
長崎大学 医学部
新潟大学 歯学部
徳島大学 薬学部
東北大学 文学部
国際教養大学 国際教養学部
筑波大学 医学群／人文・文化学群
 社会・国際学群
東京外国語大学 国際社会学部
東京学芸大学 教育学部
千葉大学 法政経学部／教育学部
 工学部
電気通信大学 電気通信学部
埼玉大学 教育学部／理学部
宇都宮大学 国際学部／共同教育学部
 工学部／農学部

茨城大学 人文学部／教育学部
 理学部／工学部／農学部
群馬大学 共同教育学部／理工学部

主な私立大学合格実績
早稲田大学
明治大学
青山学院大学
立教大学
中央大学 
法政大学
上智大学
学習院大学
津田塾大学
国際基督教大学
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活躍する卒業生

主な活動・実績
・ 『ベネッセ全国探究コンテスト2020』 準グランプリ受賞
    time is money ～私達の時間にはどれほどの価値があるのか～
・ 『ベネッセ全国探究コンテスト 2021』 一次選考通過 (3チーム )
・ 宇都宮博物館バックステージ見学ツアー参加
・ ICU（国際基督教大学）見学ツアー参加
・ CHUO Global Village英語村プログラム参加
・ Mind the Gap （Google社） オンラインプログラム参加
・ オンライン英会話（産経オンライン英会話Plus）導入
・ 春季・夏季特別授業実施
・ 英検取得サポート実施



選
抜
進
学
コ
ー
ス

普
通
科

選抜進学コース 主な大学進学実績
宇都宮大学（教育、工）
昭和女子大学（国際、 人間社会、食健康科学）
神田外語大学（外国語）
東海大学（文、体育）
大東文化大学（外国語、法）
国士舘大学（経営）
帝京大学（外国語、理工、医療技術）
桜美林大学（グローバル ・コミュニケーション、
ビジネスマネジメント）
玉川大学（観光、農）

目白大学（外国語、社会）
自治医科大学（看護）
獨協医科大学（看護）
国際医療福祉大学
（保健医療、医療福祉）
女子栄養大学（栄養）
大妻女子大学（家政）
実践女子大学（生活科学）
白鷗大学（教育）
文教大学（教育、健康栄養）
東京電機大学（未来科学）

カリキュラム

国公立大学、有名私立大学合格への受験力を養成。探究型の学びで自己管理力を磨き、
学習と課外活動の両立を図るカリキュラムを構成。自己実現を達成できる進路を目指します。

選抜進学コース  文系・理系  共通科目

文系専門科目 理系専門科目

国語
地理歴史
公民
数学
理科

国語
地理歴史
公民
数学

保健体育
芸術
外国語
家庭
情報

体育　保健
美術Ⅰ　音楽Ⅰ　書道Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ/Ⅱ/Ⅲ　論理・表現Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ
家庭基礎
情報Ⅰ
総合探究　LHR

理科

数学

物理　生物　化学

数学Ⅲ

現代の国語　言語文化　論理国語　古典探究
地理総合　歴史総合
公共
数学Ⅰ  数学Ⅱ  数学A  数学B  数学C
物理基礎　化学基礎　生物基礎

文学国語
日本史探究
政治・経済
数学演習

12

活躍する卒業生

選抜進学コース
令和3年度卒業

昭和女子大学　食健康科学部
食安全マネジメント学科 

髙久 日満莉さん

私は小学生のときに甘酒には熱中症を防ぐ効果があるこ
とを知り、それ以来、食について関心を持つようになり
ました。将来は世界の食糧事情を改善するような食品開
発をしたいと考え、食とビジネスについて学ぶことがで

きる昭和女子大学を志望し
ました。また海外留学制度
が充実していたため、海外
留学を考えていた私には
ぴったりの大学でした。
選抜進学コースは国公立大
学、有名私立大学への進学
を目指すコースなので、みん
なで大学受験に向けてがん
ばることができる環境です。
みなさんも選抜進学コース
で学んで、夢の実現を果たし
てください。

自ら学び、考え、行動する力で希望進路を実現する
3年間、クラス替えがなく集中して学べる環境です。学習習慣の確立か
らはじまる体系的かつ綿密なカリキュラムと多彩な学習サポートにより、
基礎学力の定着から志望大学合格まで、希望進路を実現する学力を育
みます。
また、生徒たちの主体性や課題解決力、他者と協働する力を養う探究
学習を積極的に取り入れることで、学力だけでなく、社会を生き抜く人
間力もしっかりと身につけていき、社会に貢献できる人材へと導きます。



普
通
科

美
術
デ
ザ
イ
ン
コ
ー
ス

美術デザインコース  主な大学進学実績
絵画系
東京藝術大学／筑波大学
宇都宮大学／武蔵野美術大学
多摩美術大学／東京造形大学
女子美術大学／日本大学芸術学部
東北芸術工科大学／文星芸術大学
各種美術系専門学校

構成系
東京藝術大学／筑波大学
長岡造形大学／秋田公立美術大学
武蔵野美術大学／多摩美術大学
東京造形大学／女子美術大学
日本大学芸術学部／文星芸術大学
桑沢デザイン研究所

カリキュラム

大切なのは、自分でこんな作品を創りたいという気持ち。1年生は全員が共通履修、2・3年生は
絵画系・構成系に分かれ技術研鑽に励み、美術史で東洋、西洋美術の歴史を学びます。

美術デザインコース  共通科目
国語

地理歴史
公民
数学
理科

専門科目

保健体育
芸術
外国語
家庭
情報

体育　保健
美術Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ/Ⅱ　論理・表現Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ
家庭基礎
情報Ⅰ

現代の国語　言語文化　論理国語　古典探究
地理総合　歴史総合　世界史探究
公共
数学Ⅰ　数学A　数学Ⅱ
化学基礎　生物基礎　地学基礎
美術Ⅱ　美術Ⅲ　構成　絵画　美術史　鑑賞研究

　　　  自分の想いを描く
作品で自己表現をするためには、基礎力が必要となりま
す。描きたいものを描くための力を身につけましょう。

主な実績 栃木県高校美術展最優秀賞ー11回／全国高校
総合文化祭出品文化連盟賞ー10回／栃木県芸術祭：U25賞
入選／宇都宮市民芸術祭ー入選多数／全日本学生美術展一
推奨・特選・佳作など多数

主な活動 栃木県高校美術展／栃木県芸術祭／宇都宮市
民芸術祭／全日本学生美術展

絵画系

　　　  思考を可視化する
誰かのために創るのも知識や技術が必要です。手作業か
ら基本を学び、実と用の世界を学んでいきましょう。

主な実績 文部科学省後援レタリング技能検定、最優秀
賞ー2級1回、3級1回、優秀賞2級3回、学校団体賞3回他／
栃木県高校デザイン展最優秀賞20回／全国高校総合文化祭
出品文化連盟賞20回／全日本学生美術展ー特選・佳作など
多数／全国高校漫画選手権大会（まんが甲子園）ー出場4回 

（優勝2回、3位1回）／全国高校デザイン選手権大会（デザ
セン）ー出場2回（準優勝、ベスト10各1回）

取得可能な検定 文部科学省後援レタリング技能検定
2・3級／東京商工会議所主催カラーコーディネイター検定
スタンダードクラス／美術検定2・3級

主な活動 栃木県高校デザイン展／各種ポスターコンクー
ル／全日本学生美術展／全国高校漫画選手権大会／全国高
校デザイン選手権大会

構成系

総合探究　LHR　アダプティブラーニング

美術デザインコース
令和3年度卒業

女子美術大学  美術学部
デザイン・工芸学科

プロダクトデザイン専攻 

 中井 紅杏さん
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栃木県高校デザイン展出品作品 3年 坂巻未唯奈 全国総合文化祭出品作品（東京大会）3年 伊藤ひなた 校内デッサンコンクール（年3回）生徒作品 3年 寺島蒼依

私は絵を描くのが好きという漠然とした気
持ちでこの学校に入学し、美術デザインコー
スに入ってからデッサンなどの基礎を学び
ました。初めは、絵が上手い人ばかりで、楽
しみながら絵を描くことができなかったの
ですが、クラスメイトや先輩、後輩の作品
を見るうちに、私はどのようなものが描き
たいのかを考えるようになり、絵を描くこ
との楽しさを改めて知りました。先生方のア
ドバイスで自分の作品がさらに良くなり、
もっと良いものを制作したいという意欲向
上にもつながりました。

活躍する卒業生



文理探究コース

文理進学系で取り組んでいること
基礎基本の学び直しによって不得意分野を克服します。
模試を受験して自分の実力を客観的に把握し、学習方
法の改善・実力アップを図ります。
放課後にゼミを実施し、さらなる学力向上を目指します。

文理進学系

生徒各自のスキルを武器に
進学目標の達成を目指します。
部活動で中心となって
活躍する生徒も多く、
学習面との両立を目標に
高い意識を持って生活しています。

文理進学系  主な進路実績
明治学院大学（社会、法）
専修大学（ネットワーク情報）
東洋大学（食環境）
東海大学（体育）
拓殖大学（国際）
駒沢女子大学（看護）
文教大学（人間科学）
大東文化大学（スポーツ健康、社会、外国語）
日本体育大学（児童スポーツ、体育）
城西大学（経営）
国士舘大学（体育）
昭和女子大学（グローバルビジネス）

カリキュラム

時間割
月

論理国語

化学基礎

数学Ⅱ

体育

情報Ⅰ

英語コミュニケーションⅡ

アダプティブラーニング

1

2

3

4

5

6

7

火

数学Ⅱ

古典探究

地理総合

論理・表現Ⅱ

日本史探究※1

数学B

水

論理・表現Ⅱ

数学Ⅱ

体育

古典探究

総合探究

LHR

木

保健

日本史探究※2

論理国語

英語コミュニケーションⅡ

地理総合

英語コミュニケーションⅡ

金

化学基礎

英語コミュニケーションⅡ

日本史探究※1

論理国語

数学Ⅱ

数学B

※1理系は、生物　※2理系は、化学

文理進学系  文系・理系  共通科目

文系専門科目 理系専門科目

国語
地理歴史
公民
数学
理科

国語
地理歴史
公民
数学

保健体育
芸術
外国語
家庭
情報

体育　保健
美術Ⅰ　音楽Ⅰ　書道Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ/Ⅱ/Ⅲ　論理・表現Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ
家庭基礎
情報Ⅰ

総合探究　LHR　アダプティブラーニング

理科

数学

生物　化学

数学Ⅲ

現代の国語　言語文化　論理国語　古典探究
地理総合　歴史総合
公共
数学Ⅰ  数学Ⅱ  数学A  数学B  数学C
化学基礎　生物基礎　地学基礎

文学国語
日本史探究
政治・経済
数学演習

2年次時間割例

14

普通科

  

実践女子大学（生活科学）
桐生大学（看護）
高崎健康福祉大学（健康福祉）
東京女子体育大学（体育）
国際医療福祉大学（保健医療、医療福祉）
白鷗大学（教育、法、経営）
帝京大学（医療技術）

済生会宇都宮病院看護専門学校
獨協医科大学附属看護専門学校
栃木医療センター附属看護専門学校
宇都宮歯科衛生士専門学校



基礎学力を身につけるための学び
主要5教科の基礎学力定着が一つの目標です。それと
並行して、探究学習にも力を入れたカリキュラム、学習
活動を展開していきます。教科の枠にとらわれることな
く、深い教養を身につけると共に、自ら課題を見つけ、
解決への道を探す力を養い、進路実現へとつなげてい
きます。Chromebookを活用しながらアダプティブ
ラーニングなどを通じて、様々な課題に対しても、自ら
能動的に探究できる人間となり、上級学校進学を目指
します。

教養進学系

『基礎学力』を定着させることで
『教養』を身につけ、 
自ら『探究』することを深められる
人材に成長します。
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カリキュラム

時間割
月

地理総合

化学基礎

英語コミュニケーションⅡ

数学Ⅱ

古典探究

体育

アダプティブラーニング

1

2

3

4

5

6

7

火

保健

数学探究Ⅰ

日本史探究

英語コミュニケーションⅡ

論理国語

地理総合

水

論理・表現Ⅱ

数学Ⅱ

論理国語

英語コミュニケーションⅡ

総合探究

LHR

木

古典探究

数学探究Ⅰ

文学国語

文学国語

化学基礎

論理・表現Ⅱ

金

情報Ⅰ

数学Ⅱ

英語コミュニケーションⅡ

論理国語

日本史探究

体育

2年次時間割例

教養進学系  共通科目

国語

地理歴史

公民

数学

理科

専門科目

保健体育
芸術
外国語
家庭
情報

体育　保健
美術Ⅰ　音楽Ⅰ　書道Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ/Ⅱ/Ⅲ　論理・表現Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ
家庭基礎
情報Ⅰ

総合探究　LHR　アダプティブラーニング

現代の国語　言語文化　論理国語　古典探究

地理総合　歴史総合　日本史探究

公共

数学Ⅰ　数学A　数学Ⅱ

化学基礎　生物基礎　地学基礎

文学国語　社会探究　数学探究Ⅰ　数学探究Ⅱ

教養進学系  主な進路実績
日本大学
東洋大学
大東文化大学
城西国際大学
城西大学
日本女子体育大学
国際医療福祉大学
高崎健康福祉大学
富士大学
文星芸術大学
武蔵丘短期大学

宇都宮ビジネス電子専門学校
宇都宮アート＆スポーツ専門学校
国際看護介護保育専門学校
国際テクニカル美容専門学校
大原情報簿記ビジネス医療福祉専門学校宇都宮校 
栃木県美容専門学校
つくば国際ペット専門学校
ミス・パリ・ビューティ専門学校大宮校
日本外国語専門学校
専門学校ESPエンタテイメント東京

  

文理探究コースは、1年次に基礎学力の定着や学習習慣の確立、探究学習を通じて課題解決力や表
現力の育成を重点的に行います。2年次以降は、生徒のキャリア形成に応じた多様な系を設置、基
礎学力と選択科目による専門分野の知識の習得を両立し、自身の生き方を探究していくコースです。



文
理
探
究
コ
ー
ス 

幼
児
教
育
系

子どもにかかわる仕事に就くことを志し、専門教育を受けることのできる
上級学校への進学を目指します。知識や技術を習得するだけでなく、
保育者や子どもたちとかかわる経験を通して職業観を高めます。

～子どもの育ちを支えるために～
幼児教育についての学び
保育基礎・保育実践
近隣の保育施設でのパネルシアター公演や保育実習
など、子どもとかかわる体験を通し、創造カ・表現力や
保育現場に必要な実践力を養います。また、壁面構成
や読み聞かせ、乳幼児のお世話の仕方などの技術を高
め、保育技術検定の取得を目指します。

こどもと音楽Ⅰ・Ⅱ 
手遊び・ピアノ・童謡の弾きうたいなどの保育現場に
必要な音楽技術の習得を目指します。

こどもの発達 
乳幼児の心身の発達や保育の意義と重要性などを学び、 
幼児教育についての探究を深めます。

外部との交流
保育施設での実習
パネルシアター公演・保育実習
実習先：ナーサリースクールとまつり・
さくらんぼ幼稚園・うめばやし保育園・
あずま保育園・ひじり認定こども園

出前授業 
國學院大學栃木短期大学（造形活動）・
足利短期大学（幼児体育）・絵本の読み聞かせ講座

幼児教育系  主な進路実績
進学先
育英大学／宇都宮共和大学
松蔭大学／東京未来大学
足利短期大学
國學院大學栃木短期大学
作新学院大学女子短期大学部
埼玉純真短期大学

大学等卒業後の主な就職先
あずま保育園／中鶴田幼稚園
宇都宮大学まなびの森保育園
石川幼稚園／うめばやし保育園
八幡台認定こども園／さくらんぼ幼稚園
住吉保育園／ナーサリースクールとまつり
野沢保育園／ひじり認定こども園
まこと幼稚園／ミドリ保育園／陽西保育園
Global Kids Method

カリキュラム
幼児教育系  共通科目

国語

地理歴史

公民

数学

理科

専門科目

保健体育
芸術
外国語
家庭
情報

体育　保健
美術Ⅰ　音楽Ⅰ　書道Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ/Ⅱ/Ⅲ　論理・表現Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ
家庭基礎
情報Ⅰ

総合探究　LHR　アダプティブラーニング

現代の国語　言語文化　論理国語　古典探究

地理総合　歴史総合　日本史探究

公共

数学Ⅰ　数学A　数学Ⅱ

化学基礎　生物基礎　地学基礎

保育基礎　保育実践　こどもと音楽Ⅰ/Ⅱ　こどもの発達
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普
通
科



食品栄養・調理を中心に学び、栄養・食品開発系の大学だけではなく、
栄養の知識を活かせる家政、スポーツ、 幼児教育系等の進学も目指します。

食物栄養系  主な進路実績
進学先
東洋大学／城西大学
十文字学園女子大学
武蔵丘短期大学
国際学院埼玉短期大学
服部栄養専門学校
晃陽看護栄養専門学校
武蔵野調理師専門学校
IFC大学校
国際テクニカル調理製菓専門学校 
埼玉ベルエポック製菓調理専門学校 
日本菓子専門学校
マロニエ医療福祉専門学校

大学・短大・専門学校卒業後の就職先
グランドハイアット東京
東京ドームホテル
ディズニーアンバサダーホテル 
ホテルミラコスタ
ホテルエピナール那須
日本栄養給食協会
自治医科大学附属病院

食のスペシャリストを目指す
食品栄養では、栄養の知識だけではなく、他教科と
連携して課題解決力を身につけます。
調理では、座学での知識を実践できるよう基礎技術
から応用技術までを身につけます。

教科書だけでは学ぶことができない高度な専門的知識と技術を、大
学、短期大学、専門学校の先生方による出前授業で学ぶことができま
す。さらに、 テーブルマナーをはじめ、紅茶、日本茶、チョコレートな
ど各分野のスペシャリストによる特別授業も実施し、食に対する意識
を高めることができます。

カリキュラム
食物栄養系  共通科目

国語

地理歴史

公民

数学

理科

専門科目

保健体育
芸術
外国語
家庭
情報

体育　保健
美術Ⅰ　音楽Ⅰ　書道Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ/Ⅱ/Ⅲ　論理・表現Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ
家庭基礎
情報Ⅰ

総合探究　LHR　アダプティブラーニング

現代の国語　言語文化　論理国語　古典探究

地理総合　歴史総合　日本史探究

公共

数学Ⅰ　数学A　数学Ⅱ

化学基礎　生物基礎　地学基礎

栄養　食品　食品衛生　調理　総合調理実習
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「福祉＝介護」ではなく、「福祉＝全ての人の幸せ」という考えを育てます。
可能性あふれる高校生活だからこそ、自身の視野を広げ、社会福祉分野へと進学します。

社会福祉についての学び
人の幸せを福祉の視点から捉えるため、社会福祉基礎や手話、 
介護福祉基礎などの授業を設定しています。また、現在「共生」
や「チームケア」の言葉が主流となってきていますが、本当の意
味での共生、それぞれがプロとして尊重し合うチームケアの在
り方を一緒に学びましょう。福祉の現場（医療も含む）には、多
くの専門職があります。みなさんがそれらの職業を知り進路
に繋げられるよう、お手伝いをしたいと考えています。

社会福祉基礎
「福祉とは」という基礎を身につけるだけでなく、世界に目を
向ける力を身につけます。

介護福祉基礎 
福祉の中にある介護分野の知識及び技術を身につけます。

生活支援技術 
支援者としてのコミュニケーション能力や技術、支えを必要
としている方を理解するための知識を身につけます。

社会福祉系  主な進路実績
進学先
十文字学園女子大学
佐野日本大学短期大学
国際看護介護保育専門学校
大宮こども専門学校
栃木介護福祉士専門学校
マロニエ医療福祉専門学校　

カリキュラム
社会福祉系  共通科目

国語

地理歴史

公民

数学

理科

専門科目

保健体育
芸術
外国語
家庭
情報

体育　保健
美術Ⅰ　音楽Ⅰ　書道Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ/Ⅱ/Ⅲ　論理・表現Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ
家庭基礎
情報Ⅰ

総合探究　LHR　アダプティブラーニング

現代の国語　言語文化　論理国語　古典探究

地理総合　歴史総合　日本史探究

公共

数学Ⅰ　数学A　数学Ⅱ

化学基礎　生物基礎　地学基礎

生活支援技術　介護福祉基礎　社会福祉基礎　手話
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ICTコースの資格取得目標・検定種類
全国商業高等学校協会主催検定１級合格 4種目以上
日本情報処理検定協会主催検定１級合格 4種目以上
独立行政法人情報処理推進機構主催  
 ITパスポート試験・基本情報技術者試験
日本商工会議所主催プログラミング検定  
 BASIC・STANDARD【Python】
日本商工会議所主催簿記検定3級

ICTコース  主な進路実績
進学先
駒澤大学
東海大学
神奈川大学
東京工科大学
帝京大学
麻布大学
千葉商科大学
情報科学専門学校
宇都宮ビジネス電子専門学校
宇都宮メディア・アーツ専門学校　

就職
足利銀行
TKC
日産自動車
キャノン
久光製薬
エフ・エー・エス
高速
丸彦製菓　

「Society5.0で活躍出来る人材育成」と
「プログラミング教育の充実」
プログラミング的思考を身につけ、「ドローン」を活用して【Python】
の授業を展開しています。テキストコーディングを習得するために、
「Life is Tech! Lesson」を導入したwebデザイン（HTML・CSS）学
習・AI（Python）学習の授業を導入しています。さらに、外部講師によ
る ICT機器を活用したプログラミング授業などを取り入れています。
商業の専門知識習得をはじめ、検定試験上級資格の取得など、進学・
就職に有効な知識と技能が身につく教育を行っています。

プログラミング的思考で身につく「生きる力」を育成します。
パソコンのアプリケーションソフト操作技術を習得します。
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カリキュラム
ICTコース  共通科目

国語
地理歴史
公民
数学
理科

専門科目

保健体育
芸術
外国語
家庭
情報

体育　保健
美術Ⅰ　音楽Ⅰ　書道Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ　論理・表現Ⅰ/Ⅱ
家庭基礎
情報処理

現代の国語　言語文化　論理国語　文学国語
地理総合　歴史総合
公共
数学Ⅰ　数学A
科学と人間生活　生物基礎
簿記　課題研究　ビジネス基礎　ネットワーク活用　財務会計Ⅰ
ビジネスコミュニケーション　ネットワーク管理　プログラミング　ソフトウェア活用

総合探究　LHR　アダプティブラーニング

総
合
ビ
ジ
ネ
ス
科

I
C
T
コ
ー
ス

スペースロボットコンテスト18  全国大会ベスト16、北関東予選準優勝
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会計・流通コース［会計系］で取得可能な検定資格
全国商業高等学校協会主催
　簿記検定・電卓検定・ビジネス実務検定
　情報処理検定・商業経済検定・英語検定
日本商工会議所主催　簿記検定
日本情報処理検定協会主催
　表計算・プレゼンテーション・文書デザイン
　スピード認定試験

会計・流通コース会計系  主な進路実績
進学先
駒澤大学
千葉商科大学
帝京大学
駿河台大学
白鷗大学
宇都宮文星短期大学 
TBC学院グループ

就職
足利銀行
久光製薬
東武百貸店
高速
ニチイ学館 
ジョイフル本田
王子タック
自衛隊

ビジネス会計のスペシャリスト
「簿記」とは、企業のお金やものの流れを記録し、企業の経営成績であ
る「損益計算書」や財政状態を表す「貸借対照表」を作成する一連の手続
きのことです。
簿記の知識を理解することで、ビジネス社会における企業組織の一員
としての役割を果たす、あるいは税理士などで独立して活躍すること
ができる人材の育成を目指します。
生徒一人ひとりの「わかる」「できる」を大切に授業を進め、各種検定試
験の取得を目指します。

カリキュラム
会計系  共通科目

国語

地理歴史

公民

数学

理科

専門科目

保健体育
芸術
外国語
家庭
情報

体育　保健
美術Ⅰ　音楽Ⅰ　書道Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ　論理・表現Ⅰ/Ⅱ
家庭基礎
情報処理

総合探究　LHR　アダプティブラーニング

現代の国語　言語文化　論理国語　文学国語

地理総合　歴史総合

公共

数学Ⅰ　数学A

科学と人間生活　生物基礎

ビジネス基礎　簿記　原価計算　財務会計Ⅰ/Ⅱ
ビジネスコミュニケーション　課題研究　マーケティング

会計・流通コース

会計系

「簿記」を学ぶことで、
ビジネス社会の様々な課題に
会計情報という科学的根拠に基づいて
対応する能力を養います。

総合ビジネス科
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会計・流通コース［流通系］で取得可能な検定資格
全国商業高等学校協会主催
　商業経済検定・電卓検定・情報処理検定
　ビジネス実務検定・簿記検定・英語検定
日本情報処理検定協会主催
　表計算・プレゼンテーション・文書デザイン
　スピード認定試験

会計・流通コース流通系  主な進路実績
進学先
駒澤大学
帝京大学
駿河台大学
白鷗大学
宇都宮メディア・アーツ専門学校 
宇都宮ビジネス電子専門学校 
TBC学院グループ

就職
久光製薬
東武百貸店
カワチ薬品 
ジョイフル本田　
ホテル東日本宇都宮
日本郵便

カリキュラム
流通系  共通科目

国語

地理歴史

公民

数学

理科

専門科目

保健体育
芸術
外国語
家庭
情報

体育　保健
美術Ⅰ　音楽Ⅰ　書道Ⅰ
英語コミュニケーションⅠ　論理・表現Ⅰ/Ⅱ
家庭基礎
情報処理

総合探究　LHR　アダプティブラーニング

現代の国語　言語文化　論理国語　文学国語

地理総合　歴史総合

公共

数学Ⅰ　数学A

科学と人間生活　生物基礎

簿記　ビジネス基礎　マーケティング　グローバル経済　課題研究
ビジネスコミュニケーション　ビジネスマネジメント　ビジネス法規　ネットワーク活用

会計・流通コース［会計系］で取得可能な検定資格
全国商業高等学校協会主催
　簿記検定・電卓検定・ビジネス実務検定
　情報処理検定・商業経済検定・英語検定
日本商工会議所主催　簿記検定
日本情報処理検定協会主催
　表計算・プレゼンテーション・文書デザイン
　スピード認定試験

ビジネス社会のスペシャリスト
ビジネスを取り巻く環境が変化する中で、地球規模で経済を捉える視
点を持つこと、企業のマネジメントに関する知識を身につけること、関
連する法規を理解することは、答えがないことの多い経済社会の一員
として活躍するための必要条件となります。
ビジネスで想定される様々な事例を取り上げ、考察や討論を行う学習
活動を取り入れ、地域や社会に貢献できる人材育成を目指します。

商業科目を新たに勉強することで、自分の可能性が広がり、進路目標が具体的に見えてくるコースです。
商業の専門科目は全員ゼロから始めるので、協働学習を行いながら、各種検定試験に挑戦します。
検定試験をとおして身につけた知識と技術は、社会で活躍する際の力となります。

流通系

市場環境が変化する中で、
企業が適切にビジネスを展開する際に
必要な知識の習得、課題を発見し
解決する能力を養います。



入試サポート

就職サポート
面倒見の良さと最新メソッドで、進路を力強くサポート

一般入試と並ぶ、大学入試のもうひとつの柱
拡大する推薦入試 「総合型選抜」「学校推薦型選抜」

22

PDCAサイクルの確立
Classiを利用し、自分自身で毎日の生活を振り返り、自己を
向上させることを目的に、毎日の学習内容や学習時間を記録
し確実な実カアップを目指します。

キャリア教育
職場見学、インターンシップ、マナー教育、各講座の開催等、
経験の充実を図り、徹底した面接トレーニングを通して社会
が求める人材を育成します。

大学は学力以外の資質や意欲の高い生徒を確保するために推薦入試の募集人員を拡大させています。推薦入試で
は、意欲や適性、明確な志望動機、思考力・判断力・表現力・コミュニケーション能力、社会問題に対する関心・課題
意識を「面接」や「グループディスカッション」、「小論文」などで評価します。

きめ細かい就職指導
１年次より、年間 3回の個人面談、2回の三者面談を実施し、
適性検査の結果を踏まえ、生徒の価値観や適性に合わせた
きめ細やかなアドバイスを実施します。また、商業系の検定
資格取得に向けたグレード別の授業を行い、一人ひとりの
合格をサポートします。さらに、就職希望者を対象にハロー
ワークによる面談を導入し、希望の職種にあった面接指導を
実施します。
希望する企業が決定してからは、担任と進路指導部による
面接練習を集中的に行い、自分の将来について自信を持って
表現できるようにサポートします。



E N T R A N C E  E X A M I N A T I O N  G U I D A N C E

E m p l o y m e n t  s u p p o r t

文星女子のサポート

宇都宮文星女子高校 2021年度入試結果

受験生

学級担任

国語教諭専門教諭
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文星女子高校では推薦入試に対してこれまで
に培った豊かな経験があるため、生徒一人ひ
とりに入試対策・受験指導を行うことができ
ます。生徒ひとりに対して、学級担任・国語教
諭・専門教諭がチームを組んでサポートします。

文星女子高校でも、大学進学者の47%が推薦入試で合格を決めています

推薦入試の主な合格実績（昨年度）
宇都宮大学共同教育学部
埼玉大学理学部
都留文科大学文学部
青山学院大学法学部
麻布大学獣医学部／生命・環境科学部
自治医科大学看護学部
東洋大学食環境科学部
近畿大学国際学部／経営学部
武蔵野大学グローバル学部
大東文化大学法学部
帝京大学外国語学部／医療技術学部
国士舘大学経営学部
東海大学体育学部
昭和女子大学人間社会学部／食健康科学部／国際学部
大妻女子大学家政学部
東京電機大学未来科学部／理工学部
国際医療福祉大学医療福祉学部
文教大学健康栄養学部
神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部
桜美林大学ビジネスマネジメント学群
城西大学経営学部／薬学部
東北福祉大学総合マネジメント学部
女子美術大学芸術学部

文星芸術大学美術学部
東京女子体育大学体育学部
目白大学外国語学部
日本女子体育大学体育学部
上武大学ビジネス情報学部
桐生大学医療保健学部
人間総合科学大学人間科学部
浦和大学社会学部
秀明大学学校教師学部
埼玉学園大学人間学部
平成国際大学法学部
朝日大学保健医療学部
富士大学経済学部
和洋女子大学人文学部
東京未来大学こども未来学部
十文字学園女子大学人間生活学部
高崎健康福祉大学健康福祉学部
仙台大学体育学部
日本医療科学大学保健医療学部
千葉商科大学商経学部
宇都宮共和大学子ども生活学部
作新学院大学経営学部

推薦
47％

一般
53％

3年生8月

受験指導申込
準備

指導スタート
週1～ 3回の指導

推薦入試 合格発表

9月 10月 11月 12月

就職実績（昨年度）
株式会社足利銀行 税理士法人サリーレ
株式会社ＪＡエルサポート 通信放送設備株式会社
株式会社臼井ベニヤ商会 株式会社東武宇都宮百貨店　
株式会社ヤマダデンキ 株式会社オータニ　　　　　
株式会社かましん 日産自動車株式会社　　　　
株式会社ヨックモッククレア
ヤマザキビスケット株式会社古河事業所
ジェイティプラントサービス株式会社北関東支店
株式会社エフ・エー・エス 佐川急便株式会社
ココリコ歯科クリニック 株式会社足利カントリークラブ
株式会社東ノ宮カントリークラブ　
栃木県警察本部
防衛省自衛隊神奈川地方協力本部海上自衛官　
公益財団法人栃木県スポーツ協会
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クラブ活動

バスケットボール部 ロボットサイエンス部

サッカー部 剣道部 卓球部

バトントワリング部 バドミントン部
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●文芸
●簿記
●マルチメディアCG
●ワープロ
●書道
●写真

●吹奏楽
●バトントワリング
●合唱
●演劇
●ロボットサイエンス
●YES（国際交流）

●茶華道
●IAC（インターアクトクラブ）
●手芸
●放送

陸上競技部

●バドミントン
●新体操
●剣道
●サッカー
●特殊運動

バレーボール部

ソフトボール部 吹奏楽部

ソフトテニス部

書道部

合唱部

新体操部

ワープロ部

演劇部

文化部運動部
●陸上競技
●バスケットボール
●バレーボール
●ソフトボール
●ソフトテニス
●卓球



正門を入ってすぐ左手にあり、各運動部の部室や多目的・多用
途の設備があります。2階にあるアリーナには、ロールバック
チェア（電動式移動観覧席）が設置され、体育館としての機能に
加え、式典・行事の際には、ゆったりと着席した状態で講話を聴
くことができます。

アリーナ

����������
施設紹介

剣道場 多目的ルーム こども福祉室 ソフトテニスコート

プール 卓球場 レストラン 図書館

レストラン2階会議室 音楽室第4パソコン室 ソフトボール場

茶室 家庭科室図書館（個別学習ブース） カウンセリングルーム

シャワー室 ミーティングルーム 浴室 トレーニングルーム
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文星の365日
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入学式／部活動紹介／新入生宿泊研修／遠足

創立記念日／映画鑑賞会／プール開き
カレッジインターンシップ／保護者会（三者面談）前期

生徒会役員選挙／保護者会（三者面談）後期
中学生対象学校説明会、相談会

ダンス発表会(3年生）
中学生対象学校説明会、相談会

修学旅行沖縄(2年生）／海外語学研修(2年生）
修学旅行パリ(2年生）

第1回入学試験／大学入学共通テスト
文星ジョイントコンサート

第2回入学試験／自宅学習期間(3年生）／予餞会

卒業式／新入生オリエンテーション

合唱コンクール／体育大会／合宿ゼミ／夏季ゼミ

全校出校日／中学生一日体験学習／インターンシップ

なでしこ祭（文化祭）／就職試験

PTA総会／交通安全教室

海外語学研修オーストラリア

入学式

体育大会

ダンス発表会

新入生宿泊研修

なでしこ祭

卒業式

修学旅行東北方面

修学旅行パリ

修学旅行沖縄
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文星の制服+アイテム
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　文星女子高校は、令和元年創立90周年を迎えました。今後は90周年を
一つの契機とし、新たな時代の移り変わりと共に、次のステップへと駒を進
めつつ、2029年の創立100周年に向けて、宇都宮学園傘下各学校の力
をまとめ、総合学園として飛躍し、地域に根付いた学校として、魅力ある教
育環境を目指して職員、生徒全員で邁進して参りたいと存じます。

創立80周年記念式典・新体育館竣工

宇都宮文星女子高等学校に校名変更

新カリキュラムコース改変
「すらら」導入　「朝読」開始

すべての運動部（12クラブ）が関東大会出場
普通科にマナトレ・ベネッセ基礎力診断テスト導入

全館Wi-fi・ＩＴマスターコース以外にChromebook導入
新入生全員がノートパソコンを所持

秀英特進コースにChromebook導入

秀英特進科を設置し、英語留学コース・
美術デザインコースを新設
秀英特進コースを秀英特進科に移設
レストラングリーンブリーズが完成

創立100周年

運動部（11クラブ）が関東大会出場

運動部（10クラブ）が関東大会出場

運動部（9クラブ）が関東大会出場

運動部（11クラブ）が関東大会出場

朝学開始 マナトレがアクティブ朝トレヘ
マナトレを総合ビジネス科、美術デザインコースに導入

普通科に秀英特進コースを設置

宇都宮文星女子高等学校創立70周年記念式典

普通科・商業科改革を実施、こども福祉・フードデザイン
介護福祉コース等設定

Windows ノートパソコンを導入
総合ビジネス科にITマスターコースを設置

宇都宮女子商業高等学校として改称

宇都宮女子実業学校として創立昭和4年
6月17日
昭和28年

平成8年

平成9年

平成11年

平成13年

平成14年

平成17年

平成21年

平成24年

平成26年

平成28年

平成29年

平成30年

平成31年

令和3年

令和4年

令和11年

������� 沿革と歴史

2029年に、
創立100周年を迎えます。

�������
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�������



入試＆入学の優遇制度 6つのポイント

30

国の高等学校等就学支援金制度
私立高校の生徒に対し、月額33,000円（授業料の全額）まで
の授業料補助があります。また、栃木県では入学料・授業料
の減免や奨学のための給付金があります。

その他の奨学金制度
「栃木県育英会」「栃木県修学資金」その他の奨学金制度を利
用することができます。

県立高校入試を模した一般入試（5教科記述式）
一般入試（5教科記述式）は、県立高校の入試を模して作られています。県立高校合格を目指した学習が、文星
女子高校の合格につながります。さらに、「解答の手引き」（解答・解説）がついていることで、試験後すぐに解答
の確認と解説による復習ができます。

英検取得者は得点アップ
実用英語検定3級以上取得者には入試得点への加点があります。英検の取得によって、特待生などランクアッ
プ合格の可能性が広がります。

単願受験者は得点アップ、さらに入学金減額
単願受験者には入試得点への加点があります。単願にすることで、特待生などランクアップ合格の可能性が広
がります。さらに入学金を30,000円減額します。
※手続き期間があります。

3段階の特待生制度
特待生制度により以下のものが免除されます。

早期手続きで入学金免除
併願で合格した受験生が2月28日（火）までに入学手続きをされる場合は単願での手続きとなり（加点制度に
より特待生合格の可能性あり）、入学金を30,000円減額します。　　　

兄弟姉妹入学特典
本校または文星芸術大学附属高校に姉・兄が在学している場合は、授業料が半額減免されます。

インターネット出願
11月21日 受付開始

入学試験の合否結果を
インターネットで確認できます

1

2

3

4

5

6

　

入学金全額免除 （入学時130,000円）

施設拡充費免除 （入学時140,000円）

授業料全額免除 （月額33,000円）

教育充実費全額免除 （月額5,000円）

A特待生

〇

〇

〇

〇

準A特待生

〇

〇

〇

B特待生

〇

〇



入試区分 単
願

併
願 試験日 インターネット

出願期間 合格発表
入学手続き金
納入期間

（単願者締切）

入学手続き
期間

第
1
回
入
試

一般入試（3教科マーク式） 〇 〇

1月7日（土） 11月21日（月）

～

12月1日（木）
1月10日（火）

1月10日（火）

～

1月20日（金）

納入金￥10,000

1月10日（火）

～

3月15日（水）

推薦入試 〇

スポーツ文化特待入試 〇

一般入試（5教科記述式） 〇 〇 1月8日（日）

第
2
回
入
試

一般入試（5教科記述式） 〇 〇

2月2日（木）
1月13日（金）

～

1月19日（木）
2月4日（土）

2月4日（土）

～

2月17日（金）

納入金￥10,000

2月4日（土）

～

3月15日（水）美術デザインコース入試
（3教科記述式） 〇 〇

科 コース 募集人員 入試区分（備考）

秀英特進科 秀英特進コース 40名
第1回 一般入試（5教科記述式）

第2回 一般入試（5教科記述式）

普通科
選抜進学コース

文理探究コース

30名

150名

第1回

一般入試（5教科記述式）

一般入試（3教科マーク式）

推薦入試（作文、面接）

スポーツ文化特待入試（3教科マーク式、面接）

第2回 一般入試（5教科記述式）

普通科 美術デザインコース 30名
第1回

一般入試（3教科マーク式、実技デッサン）

推薦入試（作文、実技デッサン）

スポーツ文化特待入試（3教科マーク式、実技デッサン）

第2回 美術デザインコース入試（3教科記述式、実技デッサン）

総合ビジネス科
ICTコース

会計・流通コース

20名

90名

第1回

一般入試（5教科記述式）

一般入試（3教科マーク式）

推薦入試（作文、面接）

スポーツ文化特待入試（3教科マーク式、面接）

第2回 一般入試（5教科記述式）

2023年度 入学試験実施要項　詳細はwebへ
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科・コース別  入学試験概要

出願期間・入学試験日程など

試験内容・試験時間
　一般入試（5教科記述式）…国語（作文含む）・社会・数学・理科・英語（リスニング含む） 各50分
　一般入試（3教科マーク式）…国語・数学・英語  各50分
　美術デザインコース入試（3教科記述式）…国語（作文含む）・数学・英語（リスニング含む） 各50分
　作文…400字以上600字以内 30分
　実技デッサン…鉛筆によるデッサンB3判 120分
　面接…15分程度

※併願から単願切り替えとなる早期手続き締切は2月28日（火）



 10月 7日（金）
 10月 21日（金）
11月 4日（金）

宇都宮環状線

〒320-0048  栃木県宇都宮市北一の沢町24番35号

TEL 028-621-8156   FAX 028-622-8971
E-mail: bunseij@bunsei-gh.ed.jp

http://www.bunsei-gh.ed.jp

文星芸術大学
宇都宮文星短期大学

宇都宮文星女子高等学校
イベント案内

文星芸術大学
附属中学校

文星芸術大学
附属高等学校

宇都宮文星
女子高等学校

競輪場通り

県庁
二荒山神社大通り

南大通り

平成通り

JR日光線

JR鶴田駅

J
R
宇
都
宮
駅J

R
宇
都
宮
線

東
武
宇
都
宮
線

東
京
街
道

栃
木
街
道

日
光
街
道

市役所

オリオン通り

東武宇都宮駅

至那須塩原

至新R4

至新R4

至
小
山

至黒磯

至
東
京

至
栃
木

至日光

至大谷

護国神社 美術館

博物館
中央公園

裁判所
足銀本店

至鹿沼

至鹿沼 I.C.

 10月 1日（土）
 10月 15日（土）
 10月29日（土）
11月 12日（土）

デッサン講習会（第1回）

デッサン講習会（第2回）

デッサン相談会

10月 1日（土） 

10月 15日（土） 

10月 29日（土） 

生徒保護者対象
学校見学説明会
午前10時～ ［コース・科毎］

個別入試相談会
午後6時～ ［随時受付］

 9月 23日（金）

なでしこ祭・入試相談会
午前10時～

美術デザインコース
講習会・相談会

午前10時～

各お申込みはwebから

web予約なら
出願も便利！

第1回入試 1月7日（土）・8日（日）／第2回入試2月2日（木）入学試験日
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