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牛久栄進高等学校
校 章
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〒328-8588 栃木県栃木市平井町６０８番地
TEL.0282-22-5511( 代 ) FAX.0282-22-5743
https://www.kokugakuintochigi.ac.jp/tandai/
東武日光線・JR 両毛線栃木駅下車、バスで 10 分
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http://www.ushikueishin-h.ibk.ed.jp
E-mail koho@ushikueishin-h.ibk.ed.jp
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校 長／宮 本 順 紀
教職員数＝八〇
生徒数＝九三五（男子 、女子 ）
普通科 一年 三一七 二年 三一三 三年 三〇九

作詞／池 田 充 男
作曲／吉 田
正

ル、バドミントン、バレーボール、空手道、剣道、
硬式テニス、
硬式野球、
水泳、陸上競技、弓道、卓球
●文化部＝写真、吹奏楽、映像研究、芸術、書道、英語、
演劇、イラスト、文芸、園芸、科学、ＪＲＣ、家政
●活躍状況（ 年度）
【陸上部】全国高校総体女子 ｍ
出場、関東高校大会女子 ｍ３位，女子 ｍ８位【弓
道部】全国高校大会決勝進出【バドミントン部】関
東大会団体女子出場【水泳部】日本高校選手権関東
地域予選会出場【ハンドボール部】関東選抜大会男
子出場【空手道部】関東大会女子団体形出場【演劇
部】関東演劇研究大会出場【映像研究部】県意見高
校放送コンテスト兼ＮＨＫ杯全国高校同県予選テレ
ビドキュメント部門３位【英語部】インタラクティ
ブフォーラムＡ部門出場、他【書道部】全国高総文
祭県代表参加、県高総文祭美術展覧会茨高文連書道
大賞【美術部】うしくみらいエコフェスタポスター
コンクール優秀賞
■進学・就職状況（令和３年３月卒業）
●主な合格先（人数）
国公立大（ ）＝茨城大 、筑波
大５、宇都宮大５、埼玉大５、
千葉
大４、信州大５、東北大２、福島
大２、群馬大２、琉球大３、京都
大１、茨城県立医療大９、前橋工
科大５、埼玉県立大５
慶應義塾大２、
東京理科大６、
私立大（ ）＝早稲田大、
学習院大４、立教大４、法政大 、中央大８、明治大
短大（ ）専門職大（３）各種専門学校（ ）
■全生徒の主な出身中学校（ 年度） 内新入生数
一、下根中学校 名
二、谷田部東中学校 名
三、手代木中学校 名
四、土浦三中学校 名
六、谷田部中学校 名
五、竹園東中学校 名
八、並木中学校 名
七、春日学園 名
九、豊里中学校 名
十、高崎中学校 名
■学校をとりまく環境
本校は、つくば研究学園都市の東の玄関口にありま
す。ＪＲ常磐線「ひたち野うしく駅」より２キロ徒歩
分バスなら４分、常磐線沿線はもとより、つくば方
面からもバス路線が敷かれ、通学には極めて便利です。
■エポック
本校は、
「新しい時代に対応する教育改革」のパイ
オニアハイスクールとして平成 年４月に、県内初の
全日制普通科単位制高校として改編されました。栄進
のめざす単位制は、地域社会や日本、ひいては世界で
生き生きと活躍できる有能な人材の育成、調和のとれ
た人間形成です。その成果は、
進学実績の伸び率となっ
て現れています。平成 年度に創立 周年を迎えまし
た。今後更なる飛躍を目指し、さまざまなことに挑戦
してゆきます。

107

14

10

100

（）

30

200

２

876

校章由来 牛久市の花・木・鳥である菊・木犀・鴬を組み合わ
せている。菊は多様な個性を伸長させ、気品のある人間性を培
う教育方針「自主」の象徴であり、
木犀は本校の「協和」と「剛健」
の校風を象徴。円形下地の鴬色は未来への躍動を示している。

■校歌

平成 年 全日制普通科単位制となる
平成 年 創立三十周年記念式典を挙行
■学校概要
本校は、県内初の全日制普通科単位制高校。
単位制の特色は、
１ 多様な選択科目…進学重視型の単位制カリキュラ
ムにより多くの学校設定科目が用意されており、
生徒一人一人の興味・関心・進路希望に応じた科
目選択が可能となっています。
２ １講座受講者数は 人以上いれば開設します。現
在 名未満の講座は 講座あります。
３「履修ガイダンス」
「進路ガイダンス」の充実。
４ 施設・設備の充実。
■施設 教室棟、特別棟（化学実験室、生物室、物理室、
ＬＬ教室、コンピュータ室、書道室、美術室、被服室、
調理室、音楽室、視聴覚室等）
、単位制教室棟（地学室、
自主学習室、単位制教室、進路指導室、進路資料室、
ガイダンス室 ）
、階段教室 、管理棟（教育相談室、
小会議室、会議室等）
、生徒ホール、コミュニティホー
ル、ブライトホール、体育館、トレーニングルーム、
多目的ホール、ピロティ、柔道場、剣道場、部室棟、プー
ル、各種運動場、他全教室エアコン完備
■行事
４月 入: 学式・オリエンテーション・国際交流海外
派遣団報告会・面談週間Ⅰ、５月 生: 徒総会、６月 栄:
進祭・進路講演会・学部学科説明会・職業人講話・面
オー
談週間Ⅱ、７月 保護者面談・全校野球応援・ Eishin
:
９月 栄:進カップ
（球
プンハイスクール、
８月 栄:進ゼミ、
技会）
・生徒会役員選挙・芸術鑑賞会・面談週間Ⅲ、 月 :
大学研究所訪問・修学旅行・進路説明会、 月 面: 談
週間Ⅳ・大模擬授業・学校公開・職業人講話・さわや
かマナーアップキャンペーン、 月 三: 者面談・栄進
ゼミ、１月 栄: 進ゼミ、２月 進: 路講演会・国際交流海
外派遣・面談週間Ⅴ、３月 卒: 業式・卒業生と語る会
■校風 ■栄進の目指す単位制高校
１活力ある進学校。牛久栄進高校は生徒一人ひとりの
個性と創造性を最大限に伸ばす活力ある進学校をめざ
します。 分授業により授業時間を確保しています。
２個に応じた学習指導。牛久栄進高校では幅広い選択
科目を設置し、少人数やＴＴ授業など個に応じた、よ
り深い探究学習を展開できる環境を整えています。そ
の結果、幅広い進路実現を可能にしています。
３自主独立の人づくり。本校は、「自主独立の人づくり」
「自ら考え自ら学ぶ主体的な人づくり」を目指してい
ます。自ら考え、判断し、行動できる能力・これが主
体性であり、これからの社会にもっとも必要とされる
能力（生きる力）です。
■部活動の状況
●運動部＝サッカー、ハンドボール、バスケットボー
28

766

12

30
80
28
（10）48 56
（8）
（41）
（17）
（20）

浪人
その他
6.5％

10

20

525

10

14

1201

410

28 10

25

55

300

fax

一、霊峰富士は
西の空
秀山筑波を
東に
一望沃野
光る沼
自主剛健と
協和をば
清く掲げる
校訓に
集う同胞
誇りあり
あゝ牛久
牛久栄進
吾が母校
■沿革
昭和 年 茨城県立牛久栄進高等学校開校
昭和 年 校歌碑・校訓碑除幕
平成元年 特別教育活動棟竣工、プール竣工
平成４年 ブライトホール竣工
平成９年 多目的ホール、トレーニングルーム竣工
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國學院大學栃木短期大学

日本文化学科 150 名

人間教育学科 100 名

日本文学フィールド
言語文化フィールド
日本史フィールド

子ども教育フィールド
生活健康フィールド

