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＊令和元年度卒業生の合格者数（のべ人数）

国公立大学　群馬大学／新潟大学／埼玉大学／群馬県立女子大学
／群馬県立県民健康科学大学／高崎経済大学／埼玉県立大学 等

女子大学　東京女子大学／日本女子大学／津田塾大学／共立女子大
学／大妻女子大学／東京家政大学／女子栄養大学／フェリス女学院
大学／実践女子大学／昭和女子大学 等

私立大学　明治大学／芝浦工業大学大学／法政大学／明治学院
大学／日本大学／東洋大学／専修大学／駒澤大学／亜細亜大学
／帝京大学／成蹊大学／文教大学／神田外語大学／学習院大学
／獨協大学／武蔵大学／獨協医科大学／埼玉医科大学／日本体
育大学／武蔵野音楽大学／国際医療福祉大学／高崎健康福祉大
学／群馬パース大学 等

四年制大学
（国公立大学９名、私立大学169名）

短期大学

専修・各種
就　　職

61名
１名

178名
 

 22名

卒業生の大学合格状況　 ＊過去３年間 学 校 案 内
School  Guide 2021

　私は、館女での生活をとてもかけがえのないものだと思っ
ています。受験の時は、仲間や先生方が励ましてくれたり、
親身になって相談に乗ってくれたりしました。そして私が所

属していた被服手芸部では先輩や後輩ととても充実した楽しい時間を過ごすこと
ができました。私は、館女に入学していなければ、こんなに充実した生活は遅れ
ていなかったと思います。館女で過ごすことで、皆さんも充実した３年間を送れ
るように願っています。

●宇都宮大学共同教育学部人文社会系英語分野
●千代田町立千代田中学校出身

山川　祐未 （令和元年度卒業）

　私は館女に来て、本気で人生が変わったと思っています。
私は高校に入るまであまり勉強が得意な方ではありませんで
したが、館女の先生方、共に励ましあえる友達に出会ったこ

とで勉強に対する意識を高めることができ、志望校合格をつかみ取る事ができま
した。また、館女には部活動や学校行事がたくさんあり、人として成長できる機
会が数多くあります。多様な仲間と出会い、自分の考えを深められたのはとても
良い経験です。皆さんも館女で様々な体験をし、自分を成長させてみませんか。

●埼玉大学教養学部教養学科
●館林市立第一中学校出身

奥澤　知里 （令和元年度卒業）

　私は志望していた大学に合格することができました。こ

れは館女で過ごした３年間があったからです。館女では勉

強はもちろんですが、他にも様々な事を学び、身につけることができます。こ

の３年間で私は大きく成長することができました。ここまで成長することがで

きたのは、館女の先生方や友人の支えがあったからです。皆さんもこの館林女

子高等学校で充実した高校生活を送ってください。

●群馬大学理工学部化学・生物化学科
●太田市立城東中学校出身

星野　美凪 （令和元年度卒業）

　私は館女に入学してかけがえのない友人に出会い、学校生
活を思いきり楽しむことができました。そして親身になって
相談にのってくださる先生方のおかげで、自分が勉強したい

ことを見つけ、希望の大学に進学することができました。受験は大変なことも多
いですが、館女では進学説明会や多数の大学を招いての進路セミナーなどが充実
しており、一年次から学校全体で受験をサポートしてくれたので、とても心強かっ
たです。みなさんが館女で楽しく充実した高校生活が送れるよう願っています。

●群馬県立女子大学国際コミュニケーション学部
●板倉町立板倉中学校出身

延山　裕香 （令和元年度卒業）

　私が館女で過ごした３年間には良い思い出がたくさんあり
ます。部活動や学校行事などの日々の生活を通して，互いに
支え合える多くの仲間ができました。受験の時にはつらいと

感じることも多くありましたが、一緒に頑張っている友達や全力で支援してくだ
さった先生方、最後まで応援してくれた後輩のおかげで私は受験を乗り切ること
ができたと思っています。皆さんも，高校生活で様々な人と関わりながら学びを
深めていき、少しずつなりたい自分へと近づいていってください。

●群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科
●館林市立第二中学校出身

沖野　華月 （令和元年度卒業）

　私は館女で楽しい高校生活を送ることができました。私は、
ボクシング部に所属していたのですが、遠征でいろいろな所
に行き、沢山の人と出会えたことで、自分の視野を広げるこ

とができました。受験期には、先生方が親身になって勉強を教えてくれたり、た
くさんのサポートをしてくださったりしたおかげで、本番の試験で全力を出し切
り、第一志望校に合格することができました。皆さんも館林女子高校でいろいろ
なことを経験し、高校生活を充実したものにしてください。

●獨協医科大学看護学部
●板倉町立板倉中学校出身

根岸　音羽 （令和元年度卒業）



●館女会館

　１Ｆ：合宿施設、学習室

　２Ｆ：アリーナ

主な施設

●同窓会館

●進路指導室（含、学習室40席）

●図書館（蔵書数　約26,000冊）

●体育館

●卓球場（体育館２Ｆ）

●アーチェリー練習場

●テニスコート（２面）

●トレーニングルーム

●イングリッシュラウンジ

自律自治
温雅健康
敬愛親和

１　自ら考え、自ら学び、自分の良い面を伸ばせる、向学心に富んだ生徒を育成する。

２　心身ともに健全で、知性と教養、豊かな感受性を備え持つ生徒を育成する。

３　優しさと品位を持ち、他者との強調を重んじる、規範意識の高い生徒を育成する。

本校は、大正６年（1917年）に創設され、今年度で創立103年目となる伝統校です。90年前から一言一句変わらぬ校

歌にもあるとおり、『つねに未来に生くる』生徒一人一人の進路希望実現のため、授業の充実や課外授業、進路学習等に

も力を入れ、自ら主体的に学ぶ生徒の育成、人間力の向上に努めています。

館 女 の 特 色

女性学 ～女性の生き方探究～

英語：４技能を育てる“TANABU Model”

思考力・判断力・表現力を育てる探究ゼミ

校　訓

教育目標

女性学実行委員長

２年　竹村　文希
大泉町立南中学校出身

３年　平田　里菜
邑楽町立邑楽南中学校出身

２年　小林　花音
館林市立多々良中学校出身

学 習 室 図 書 室 ボクシングジム

館林裁縫女学校・館林高等家政女学校　2,194名
実科高等女学校・高等女学校　3,023名

高等学校 23,456名

卒業者数……… 28,673名 在籍生徒数………593名
１年…………196名

２年…………199名

３年…………198名

　女 性 学 実 行 委 員 会 に

入って、深刻な社会問題に

関心を持つようになり、だ

んだん視野が広がりまし

た。また、実行委員会のメ

ンバーで女性学の授業を

進めたり、グループ活動を

することが多く、自分の意

見に自信が持てたり、友達

との団結力も身につけるこ

とが出来ました。

　初見の英文を辞書なし

で読む力が身に付き、自分

で英文を読む際にも、未知

の単語に負けず仮説を立

てて読めるようになりまし

た。

　またペアの音読練習で、

キーワードを見ながら本文

を 再 生 す る 力、イ ン タ

ビューやディベートで意見

を積極的に「やり取り」す

る力も身に付きました。

　大学のゼミのような体

験が、回数を重ねて出来る

所が良いと思います。発表

までの流れはプリントに

沿ってやっていき、文章作

りが苦手な私でもとても分

かりやすく出来ました。
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「館女の女性学」とは？
　昨年度、館女は「女性学～女性の生き方探究～」を開講しました。女性学とは、現在も根深く残っている「女性としてこうあ

るべき」という社会通念に縛られることなく、一人一人が可能性を開花させ、自分の人生を自分で選択して生きていくための授

業です。

　館女では、持続可能な開発目標（SDGs）を通して学び、

探究していきます。探究とは、物事を理解し、深く追究し、

意義や本質を見極めようとすることです。SDGsとは、国

連サミットの中で世界のリーダーによって決められた国際

社会共通の17の目標です。この17の目標のうちの目標５

「ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパ

ワーメントを図る」は、館女の女性学の基礎となるもので

す。講演を聴いたり、それを基に自分でより深く追究した

り、生徒同士で話し合ったりして、課題を見つけ、解決策

について考えていきます。さらに、レポートにまとめたり、

プレゼンテーションによる発表を行ったりします。

女性学 ～女性の生き方探究～

　昨年度、女性として輝き活躍されている講師の先生方や、世界情勢を知るための幅広い知識・経験をお持ちの先生方を

お招きし、数多くの講演を行って頂きました。

「Go Girls! これからの時代を生きる皆さんへ」

大崎　麻子先生

NPO法人Gender Action Platform理事

「SDGsジェンダー平等と女性のエンパワーメント」

石川　雅恵先生

国連女性機関日本事務所所長

「女性学のススメ」

上野 千鶴子先生

社会学者、東京大学名誉教授

「紛争地に平和を築く仕事とは
～高校生が最初の一歩を踏み出したきっかけ～」

瀬谷 ルミ子先生

日本紛争予防センター理事長

『「自分ごと」として考えよう
－SDGs表現論とマイプロジェクト－』

山中　司先生

立命館大学国際部副部長

「国際社会で活躍するために」

古谷　幸子先生

外務省職員

　館女の女性学は、講演の他、生徒のマイプロジェクトに関する指導・助言、女性学実行委員会の運営等において、立命館

大学教授 山中司氏、館女女性学実行委員会特別アドバイザー 上田隼也氏、立命館大学Sustainable Ｗeek実行委員会より、

ご指導・ご協力をいただいています。

女性学実行委員会による主体的な授業
　女性学の授業は、主として女性学実行委員会のメンバーが計画・運

営しています。生徒作成の指導案に沿って授業が行われ、「授業を行う

側の生徒」と「授業を聞く側の生徒」が、刺激を受け合いながら頑張っ

ています。

　講演会の際には、講師の先生とパネルディスカッションを行い、講

演内容の理解を深めています。また、昨年度は女性学の授業で学んだ

ことを生かして、いくつかのプロジェクトに取り組みました。

第３回 HeForSheすべての人が輝く社会を
目指して～Generation Zからの提言～
全国33校の中から代表８校に選ばれ、国連大学
で発表を行いました。

マイプロジェクト 関東summit
マイプロジェクトアワード2019に５つのプロ
ジェクトが参加し、３つのプロジェクトが関東
summitに進出しました。

体験授業の講師として活躍
太田市立旭中学校のチャレンジラーニング授業
の講師として、女性学実行委員会のメンバーが
中学生向けに、女性学の授業を行いました。

KANJO×RITSUMEIKA
N

大学生による講演会
　昨年度は、「空き家問題」と「環境問題」をテー

マとして、２回講演を行って頂きました。現役高

校生にとって、とても身近な現役大学生からの講

演会は、とても興味深いものでした。

SDGsスタディーツアー
　SDGsの最先端都市である滋賀県大津市、京都

府京都市を中心にフィールドワークを行ったり、

立命館大学の研究者や学生にコーディネートをし

て頂いたりしながら、各自のマイプロジェクトを

鍛えた４日間となりました。

令和元年度「館女の女性学」講演会「館女の女性学」講演会

本校は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
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英語： 4 技能を育てる“TANABU Model ” 思考力・判断力・表現力を育てる探究ゼミ
「家庭基礎」の授業のなかで、探究ゼミを実施します。「知りたい」「やりたい」「なりたい」気持ちを育成します。

自ら学び続ける力、課題を発見し解決に向けて取り組む力を身に付けます。

ホームプロジェクト［実践力］
　夏休み・冬休み・春休みの長期休業で取り組みます。

　授業や探究ゼミで学習した内容を活用することで、充実した実践活動につなげることができます。

　家庭基礎の履修は１年次のみですが、継続して行うため、３年間で７回のホームプロジェクトを実施します。進路実現だけ

でなく、将来の実生活に生かせる確かな力となります。

テーマ設定・理解

ゼミの流れ

４つの授業パターン （10のレッスンを以下のいずれかのパターンで行います）

調査・分析

個別の探究テーマから、
問題発見・課題設定し、
探究学習をする見通しを
立てる。

情報収集の方法を学ぶ。
情報を扱うために必要な
ルールを身につける。

セッション

各自探究した内容や情報
を共有する。仲間と協力
して課題発見のきっかけ
をつくる。

まとめ・振り返り

得られた結果から、内容
に対する事実やそれに対
する意見を明確にして結
論を導き出す。

発表

何を伝えたいか明確にし
て、自分の考えをつたえ
ることで、自己表現力が
身につく。

Story reproduction in groups.（ジェスチャーや資料を
使ってグループ内教科書の内容を伝え合っています）

Story reproduction in writing.（10個のキーワードを見ながら、
10分間で80語以上を目標に教科書の内容を書いています）

Performance test 【1年：Interview】 （教科書に出てきた主人公をゲスト
として迎え、司会者がインタビューします)

Performance test【２年：Debate】（肯定側と否定側に
分かれて討論します）

パターン名　【コース名】 授業の流れ 時間数

パターンＡ 【超こってり】 15時間
概要把握▶詳細理解▶語彙&表現定着活動▶様々な音読活動▶“パフォーマ
ンス”テスト（１年ロールプレイ・２年ディベート・３年ディスカッション）

パターンＢ 【こってり】 12時間
概要把握▶詳細理解▶語彙＆表現定着活動▶様々な音読活動▶ディクテー
ション▶ストーリー“リプロダクション” 

パターンC 【あっさり】 ４時間“リスニング”による概要把握▶語彙&表現定着活動

パターンＤ 【超あっさり】 ２時間“読解力”診断テスト▶語彙&表現定着活動

第41回 FHJ－キッコーマンスカラシップ留学生 合格
　全国高等学校家庭クラブ員の代表として、全国で２名のうちの一人に選ばれ、令和元年８月～令和２年３月までアメリ
カに留学しました。留学費用は、キッコーマン株式会社より奨学金として支給されました。
　アメリカでの生活は、日本とかけ離れてはいないものの、たくさん新しいことを学び、日本との違いを発見しました。
例えば、学校や軍の地域との結びつきや、話しているとなんでも政治の話につながること、食に対する考え方など、実際
に行ってみなければ分からないことがたくさんありました。日本人の中ではアメリカ人はうるさいというイメージがあり
ますが(嘘ではない)、それ以上に沢山の個性を持った人たちがいます。しかし、一方で日本で見られる同調性も見られま
した。私は留学は言語学習だけでなく、その国の文化や人を知り、自国を外から見ることだと思っています。今後は、こ
の留学で向上させた英語力をキープし、さらにその英語を使って多くの人と出会い、学んでいきたいと思います。

※学校家庭クラブ活動、ホームプロジェクトとは、高校生全員が学ぶ家庭科の学習で、授業で学んだ知識・技能を生かして学校や地域の課題解
決に取り組む活動です。

※現在の制度では、１年間留学しても、在籍していた学年に戻ることができます。

TANABU Modelとは？
　青森県立田名部高等学校で開発された、「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱの授業モデル」です。教科書に基づいて授業を行い、

アウトプット活動を通じて英語の基礎を定着させるために、レッスンの扱いに変化を持たせた“持続可能な”モデルです。本校

では平成30年度に入学した１年生から実施しています。

授　　業［基礎力］
　「ライフデザイン」「食生活」「共生・保育・高齢者」「衣生活」「消費経済・環境」「住生活」の６つの分野を授業で学習し、

基礎力を身に付けます。

　授業では、基礎的な知識を習得すると同時に、自分の考えを整理するために必要なスキルを習得します。

探究ゼミ［応用力］
　６つのゼミから、自分の興味・関心のある分野を選択します。

　所属したゼミに関する探究学習を一人１テーマ、１年間で３回学習します。

　少人数のゼミを編成し、テーマに対して課題を見つけ、調べ、考えを深めます。また、ゼミの仲間と協力して課題解決を目

指します。学習に取り組む一体感、達成感を得ることができます。

３年　吉永 ほのか
館林市立第三中学校出身

３年　吉永 ほのか
館林市立第三中学校出身
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運 

動 

部

新しい扉を開き、新しい仲間に出会う。
夢中になれる時間。

●アーチェリー

●硬式テニス

●陸上競技

●バレーボール

●卓　球

●サッカー

●ソフトテニス

●バスケットボール

●ボート

●特別活動部

●ソフトボール

●ダンス

●バドミントン

●ボクシング

文 

化 

部

●被服・手芸

●放　送

●演　劇

●芸　術（美術・イラスト研究・書道）

●マンドリン・ギター

●箏　曲

●科　学

●吹奏楽

●料　理

●JRC

●特別活動部

■マンドリン・ギター部
　全国高等学校ギター・マンドリン音楽コンクール　優良賞
　群馬県高等学校ギター・マンドリンコンクール　最優秀賞・群馬県知事賞

■放送部
　関東地区高校放送コンクール　アナウンス部門出場
　NHK杯全国高校放送コンテスト　アナウンス部門出場

■書道部
　全国書き初め展覧会　硬筆の部　文部科学大臣賞
　全国年賀はがきコンクール　学年優勝杯

■吹奏楽部
　群馬県吹奏楽コンクール　高等学校Ａの部　銅賞
　群馬県ソロコンテスト　アルトサクソフォーン　銀賞

■演劇部
　群馬県高校芸術祭演劇部門東毛地区大会　優良賞

■ボクシング部
　全日本選手権大会　ライトフライ級５位　ライト級１位
　関東選抜大会　ライトフライ級１位
　全日本ランキング　ライトフライ級７位　ライト級チャンピオン

■ボート部
　関東高等学校ボート大会　女子シングルスカル６位
　関東高等学校選抜ボート大会　女子シングルスカル３位

■バドミントン部
　群馬県高等学校新人バドミントン大会　女子１年生シングルス優勝

■陸上競技部
　関東高等学校陸上競技大会　200m出場
　群馬県高等学校新人陸上競技大会　400m優勝

■アーチェリー部
　群馬県高等学校アーチェリー選手権大会　団体２位

ボクシング部 陸上競技部 ダンス部

ボート部

吹奏楽部＆書道部 美 術 部 マンドリン・ギター部

ソフトボール部 箏 曲 部

バドミントン部

演 劇 部

令 和 元 年 度 輝 け る 実 績

部 活 動 Athletic club
Culture club

ボクシング部

３年／平井  万絢さん
邑楽町立邑楽南中学校出身

全日本女子選手権大会
ライトフライ級５位

　私たちは全国大会出場を目標に、普段は明るく楽しく、練習は自分
に厳しく週６日活動しています。マスボクシングやスパー、ダッシュ
などキツイ練習もありますが、試合で勝てた時の気分は最高です！
試合は２分３Ｒ、厚いグローブを使用、レフェリーストップも早いた
め、安全に配慮されています。
　現在の部員は、全員高校スタートなので初心者大歓迎です。

マンドリン・ギター部

３年／島田  海央さん
明和町立明和中学校出身

全国高校ギター・マンドリン
音楽コンクール 優良賞

　私たちマンドリン・ギター部は、今年の県コンクールで最優秀賞

を獲得し、全国大会５年連続出場を果たした伝統ある部活です。部

員の大半は楽器初心者ですが、課題曲や J ポップなど楽しみながら

すぐに上達しますよ。音楽が大好きなそこのアナタ！入部お待ちし

ています。

陸上競技部

３年／堤  マユミさん
太田市立旭中学校出身

関東高等学校
陸上競技大会
200m出場

　陸上競技は、個人の技能を高めるだけでなく、仲間とともに目標

に向かい互いに刺激し合うことで、より仲間との強い絆を築くこと

ができます。個人種目だけでなく、リレーなどの団体種目のある陸

上競技はとてもやりがいのある競技（部活動）です。

放送部

３年／立川  依奈さん
館林市立第三中学校出身

アナウンス部門出場

関東地区
高校放送コンクール

　私たち放送部の活動内容は、大会に向けての練習、早口言葉、発

声練習、お昼の放送です。大会は年に２回あり、部員全員がお互い

の長所や短所を言い合い、切磋琢磨しながら頑張っています。仲間

であり、ライバルでもある部員と仲良く活動しています。

バドミントン部

２年／布川　裕子さん
大泉町立南中学校出身

県高校新人バドミントン大会
女子１年生シングルス優勝

　部の目標は、団体でベスト８になることです。自分たちが足りない

ことを部長中心にメニューを考え練習に取り組んでいます。個人で

は、他の部員に頑張ろうと思ってもらえるように率先して動くよう

にしています。見てくれる人に楽しんでももらえるようなプレーを

していきたいです。

演劇部

３年／カイナート・アリさん
館林市立第三中学校出身

群馬県高校芸術祭
演劇部門東毛地区大会優良賞

　日々発声練習に取り組み寸劇などを繰り返し、大会などの台本が

決まった時は役作りに励んでいます。普段は月水金でやっています

が大会の前は月水金以外の平日や土曜日も練習をします。演劇部と

言っても、練習はきつい時もあり、精神面と体力面両方が必要です。
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●ソフトボール

●ダンス

●バドミントン

●ボクシング

文 

化 

部

●被服・手芸

●放　送

●演　劇

●芸　術（美術・イラスト研究・書道）

●マンドリン・ギター

●箏　曲

●科　学

●吹奏楽

●料　理

●JRC

●特別活動部

■マンドリン・ギター部
　全国高等学校ギター・マンドリン音楽コンクール　優良賞
　群馬県高等学校ギター・マンドリンコンクール　最優秀賞・群馬県知事賞

■放送部
　関東地区高校放送コンクール　アナウンス部門出場
　NHK杯全国高校放送コンテスト　アナウンス部門出場

■書道部
　全国書き初め展覧会　硬筆の部　文部科学大臣賞
　全国年賀はがきコンクール　学年優勝杯

■吹奏楽部
　群馬県吹奏楽コンクール　高等学校Ａの部　銅賞
　群馬県ソロコンテスト　アルトサクソフォーン　銀賞

■演劇部
　群馬県高校芸術祭演劇部門東毛地区大会　優良賞

■ボクシング部
　全日本選手権大会　ライトフライ級５位　ライト級１位
　関東選抜大会　ライトフライ級１位
　全日本ランキング　ライトフライ級７位　ライト級チャンピオン

■ボート部
　関東高等学校ボート大会　女子シングルスカル６位
　関東高等学校選抜ボート大会　女子シングルスカル３位

■バドミントン部
　群馬県高等学校新人バドミントン大会　女子１年生シングルス優勝

■陸上競技部
　関東高等学校陸上競技大会　200m出場
　群馬県高等学校新人陸上競技大会　400m優勝

■アーチェリー部
　群馬県高等学校アーチェリー選手権大会　団体２位

ボクシング部 陸上競技部 ダンス部

ボート部

吹奏楽部＆書道部 美 術 部 マンドリン・ギター部

ソフトボール部 箏 曲 部

バドミントン部

演 劇 部

令 和 元 年 度 輝 け る 実 績

部 活 動 Athletic club
Culture club

ボクシング部

３年／平井  万絢さん
邑楽町立邑楽南中学校出身

全日本女子選手権大会
ライトフライ級５位

　私たちは全国大会出場を目標に、普段は明るく楽しく、練習は自分
に厳しく週６日活動しています。マスボクシングやスパー、ダッシュ
などキツイ練習もありますが、試合で勝てた時の気分は最高です！
試合は２分３Ｒ、厚いグローブを使用、レフェリーストップも早いた
め、安全に配慮されています。
　現在の部員は、全員高校スタートなので初心者大歓迎です。

マンドリン・ギター部

３年／島田  海央さん
明和町立明和中学校出身

全国高校ギター・マンドリン
音楽コンクール 優良賞

　私たちマンドリン・ギター部は、今年の県コンクールで最優秀賞

を獲得し、全国大会５年連続出場を果たした伝統ある部活です。部

員の大半は楽器初心者ですが、課題曲や J ポップなど楽しみながら

すぐに上達しますよ。音楽が大好きなそこのアナタ！入部お待ちし

ています。

陸上競技部

３年／堤  マユミさん
太田市立旭中学校出身

関東高等学校
陸上競技大会
200m出場

　陸上競技は、個人の技能を高めるだけでなく、仲間とともに目標

に向かい互いに刺激し合うことで、より仲間との強い絆を築くこと

ができます。個人種目だけでなく、リレーなどの団体種目のある陸

上競技はとてもやりがいのある競技（部活動）です。

放送部

３年／立川  依奈さん
館林市立第三中学校出身

アナウンス部門出場

関東地区
高校放送コンクール

　私たち放送部の活動内容は、大会に向けての練習、早口言葉、発

声練習、お昼の放送です。大会は年に２回あり、部員全員がお互い

の長所や短所を言い合い、切磋琢磨しながら頑張っています。仲間

であり、ライバルでもある部員と仲良く活動しています。

バドミントン部

２年／布川　裕子さん
大泉町立南中学校出身

県高校新人バドミントン大会
女子１年生シングルス優勝

　部の目標は、団体でベスト８になることです。自分たちが足りない

ことを部長中心にメニューを考え練習に取り組んでいます。個人で

は、他の部員に頑張ろうと思ってもらえるように率先して動くよう

にしています。見てくれる人に楽しんでももらえるようなプレーを

していきたいです。

演劇部

３年／カイナート・アリさん
館林市立第三中学校出身

群馬県高校芸術祭
演劇部門東毛地区大会優良賞

　日々発声練習に取り組み寸劇などを繰り返し、大会などの台本が

決まった時は役作りに励んでいます。普段は月水金でやっています

が大会の前は月水金以外の平日や土曜日も練習をします。演劇部と

言っても、練習はきつい時もあり、精神面と体力面両方が必要です。
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特色ある行事 令和元年度

入 学 式 対 面 式
高校総体壮行会

生徒会長
３年／坂本　萌安
千代田町立千代田中学校出身

5月

■生徒総会　■１学期期末テスト ■音楽教室　■夏季前期課外

6月 7月

生 徒 総 会 音 楽 教 室

■夏季後期課外　■学校説明会

8月

学 校 説 明 会

■開校記念式典　■持久走大会 ■２学期期末テスト　■予餞会　■冬季課外 ■GTEC受検

11月 12月

持 久 走 大 会 予 餞 会

■百人一首大会（１年生）

1月

百人一首大会

■学年末テスト ■卒業式　■英語スピーチ発表会　■海外語学研修（新型コロナウィルス感染症対策の為、中止）

2月 3月

同窓会入会式 卒 業 式 海外語学研修（平成30年度）

球 技 大 会

■オープンスクール　■球技大会

9月

■修学旅行（２年生）　■キャリア研究訪問（１年生）　■２学期中間テスト

10月

修 学 旅 行 1年キャリア研究訪問

■入学式　■対面式　■新入生オリエンテーション

4月
■高校総体　■１学期中間テスト

　体育祭や球技大会では個

性溢れるTシャツを作成し先

輩後輩関係なく全力で戦い

ます。沢山の行事を通じて、

クラスの絆が深まること間

違いなしです。
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特色ある行事 令和元年度

入 学 式 対 面 式
高校総体壮行会

生徒会長
３年／坂本　萌安
千代田町立千代田中学校出身

5月

■生徒総会　■１学期期末テスト ■音楽教室　■夏季前期課外

6月 7月

生 徒 総 会 音 楽 教 室

■夏季後期課外　■学校説明会

8月

学 校 説 明 会

■開校記念式典　■持久走大会 ■２学期期末テスト　■予餞会　■冬季課外 ■GTEC受検

11月 12月

持 久 走 大 会 予 餞 会

■百人一首大会（１年生）

1月

百人一首大会

■学年末テスト ■卒業式　■英語スピーチ発表会　■海外語学研修（新型コロナウィルス感染症対策の為、中止）

2月 3月

同窓会入会式 卒 業 式 海外語学研修（平成30年度）

球 技 大 会

■オープンスクール　■球技大会

9月

■修学旅行（２年生）　■キャリア研究訪問（１年生）　■２学期中間テスト

10月

修 学 旅 行 1年キャリア研究訪問

■入学式　■対面式　■新入生オリエンテーション

4月
■高校総体　■１学期中間テスト

　体育祭や球技大会では個

性溢れるTシャツを作成し先

輩後輩関係なく全力で戦い

ます。沢山の行事を通じて、

クラスの絆が深まること間

違いなしです。
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群馬県立館林女子高等学校
TATEBAYASHI GIRLS’ HIGH SCHOOL

佐野方面足利・太田方面

羽生方面

館
林
駅

国　道

ROUTE

122 文化会館 科学館

芸術ホール

市役所

館林女子高校・OGの声

卒業生の進路状況

TATEBAYASHI GIRLS’ HIGH SCHOOL

群馬県立館林女子高等学校
Tel: 0276-72-0139　Fax: 0276-72-7112
〒374-0019　群馬県館林市尾曳町 6 番 1 号　
Web: http://kanjo.main.jp　　Mail: kanjo-hs@edu-g.gsn.ed.jp

＊令和元年度卒業生の合格者数（のべ人数）

国公立大学　群馬大学／新潟大学／埼玉大学／群馬県立女子大学
／群馬県立県民健康科学大学／高崎経済大学／埼玉県立大学 等

女子大学　東京女子大学／日本女子大学／津田塾大学／共立女子大
学／大妻女子大学／東京家政大学／女子栄養大学／フェリス女学院
大学／実践女子大学／昭和女子大学 等

私立大学　明治大学／芝浦工業大学大学／法政大学／明治学院
大学／日本大学／東洋大学／専修大学／駒澤大学／亜細亜大学
／帝京大学／成蹊大学／文教大学／神田外語大学／学習院大学
／獨協大学／武蔵大学／獨協医科大学／埼玉医科大学／日本体
育大学／武蔵野音楽大学／国際医療福祉大学／高崎健康福祉大
学／群馬パース大学 等

四年制大学
（国公立大学９名、私立大学169名）

短期大学

専修・各種
就　　職

61名
１名

178名
 

 22名

卒業生の大学合格状況　 ＊過去３年間 学 校 案 内
School  Guide 2021

　私は、館女での生活をとてもかけがえのないものだと思っ
ています。受験の時は、仲間や先生方が励ましてくれたり、
親身になって相談に乗ってくれたりしました。そして私が所

属していた被服手芸部では先輩や後輩ととても充実した楽しい時間を過ごすこと
ができました。私は、館女に入学していなければ、こんなに充実した生活は遅れ
ていなかったと思います。館女で過ごすことで、皆さんも充実した３年間を送れ
るように願っています。

●宇都宮大学共同教育学部人文社会系英語分野
●千代田町立千代田中学校出身

山川　祐未 （令和元年度卒業）

　私は館女に来て、本気で人生が変わったと思っています。
私は高校に入るまであまり勉強が得意な方ではありませんで
したが、館女の先生方、共に励ましあえる友達に出会ったこ

とで勉強に対する意識を高めることができ、志望校合格をつかみ取る事ができま
した。また、館女には部活動や学校行事がたくさんあり、人として成長できる機
会が数多くあります。多様な仲間と出会い、自分の考えを深められたのはとても
良い経験です。皆さんも館女で様々な体験をし、自分を成長させてみませんか。

●埼玉大学教養学部教養学科
●館林市立第一中学校出身

奥澤　知里 （令和元年度卒業）

　私は志望していた大学に合格することができました。こ

れは館女で過ごした３年間があったからです。館女では勉

強はもちろんですが、他にも様々な事を学び、身につけることができます。こ

の３年間で私は大きく成長することができました。ここまで成長することがで

きたのは、館女の先生方や友人の支えがあったからです。皆さんもこの館林女

子高等学校で充実した高校生活を送ってください。

●群馬大学理工学部化学・生物化学科
●太田市立城東中学校出身

星野　美凪 （令和元年度卒業）

　私は館女に入学してかけがえのない友人に出会い、学校生
活を思いきり楽しむことができました。そして親身になって
相談にのってくださる先生方のおかげで、自分が勉強したい

ことを見つけ、希望の大学に進学することができました。受験は大変なことも多
いですが、館女では進学説明会や多数の大学を招いての進路セミナーなどが充実
しており、一年次から学校全体で受験をサポートしてくれたので、とても心強かっ
たです。みなさんが館女で楽しく充実した高校生活が送れるよう願っています。

●群馬県立女子大学国際コミュニケーション学部
●板倉町立板倉中学校出身

延山　裕香 （令和元年度卒業）

　私が館女で過ごした３年間には良い思い出がたくさんあり
ます。部活動や学校行事などの日々の生活を通して，互いに
支え合える多くの仲間ができました。受験の時にはつらいと

感じることも多くありましたが、一緒に頑張っている友達や全力で支援してくだ
さった先生方、最後まで応援してくれた後輩のおかげで私は受験を乗り切ること
ができたと思っています。皆さんも，高校生活で様々な人と関わりながら学びを
深めていき、少しずつなりたい自分へと近づいていってください。

●群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科
●館林市立第二中学校出身

沖野　華月 （令和元年度卒業）

　私は館女で楽しい高校生活を送ることができました。私は、
ボクシング部に所属していたのですが、遠征でいろいろな所
に行き、沢山の人と出会えたことで、自分の視野を広げるこ

とができました。受験期には、先生方が親身になって勉強を教えてくれたり、た
くさんのサポートをしてくださったりしたおかげで、本番の試験で全力を出し切
り、第一志望校に合格することができました。皆さんも館林女子高校でいろいろ
なことを経験し、高校生活を充実したものにしてください。

●獨協医科大学看護学部
●板倉町立板倉中学校出身

根岸　音羽 （令和元年度卒業）


