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群馬県立館林女子高等学校
Tatebayashi Girls' High School

校 訓

教育
目標

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、他者との協調を重んじる、規範意識の高い生徒を育成する。

◎卒業者数…………２８,８６９名
館林裁縫女学校・館林高等家政女学校 …

◎在籍生徒数…………５９０名

２,１９４名

１年………………１９７名

高等学校 …………………………………… ２３,６５２名

３年………………１９７名

実科高等女学校・高等女学校 ……………

３,０２３名

２年………………１９６名

《主な施設》
◎館女会館

1F : 合宿施設、
学習室
2F : アリーナ

学習室

◎同窓会館

◎体育館

◎テニスコート (２面 )

◎進路指導室 ( 含、学習室 40 席） ◎卓球場（体育館 2F） ◎トレーニングルーム
◎図書館（蔵書数

約 26,000 冊） ◎アーチェリー練習場

図書館

◎イングリッシュラウンジ

ボクシングジム
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館女の特色
本校は、大正６年（１９１７年）に創設され、今年度で創立１０４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、キャリア教育等に力を入れ、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。

女性学の授業を通して、ジェ
ンダー問題や社会問題にも
目を向けられるようになり
ま し た。ま た 自 分 自 身 の 興
味・関 心 の あ る こ と と
SDGs を結びつけて考える
ことで、様々な社会問題を
｢ジブンゴト｣として捉える
ことができました。

女性学実行委員会委員長

２年

佐藤 小波

３年

大澤 塔子

２年

田中 楓子

館林市立第四中学校出身

ペアの音読練習が多く英語
を話すことに慣れ、スピー
キング力をあげることが出
来ました。リプロダクショ
ンでは、自分の知識を応用
させながら英語で伝えたい
ことを表現する力や単語力
が 身 に つ い た と 思 い ま す。
他にも仲間と話し合いなが
ら英語を学べる授業が充実
していてとても楽しいです。

館林市立第三中学校出身

大学のゼミのような体験が、
回数を重ねてできる所が良
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
すくできました。

館林市立第二中学校出身

ー 3 ー

女性学 〜女性の生き方探究〜
は?
「館女の女性学」と

「館女の女性学〜女性の生き方探究〜」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、一人一人がその可能性を開花させ、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）を通して様々なこと
を学び、探究を進めます。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

本校は持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています

行ったりします。

「館女の女性学」講演会 （令和２年度は全てオンラインで実施）

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いています。

「SDGs とあなた 〜ガールズが世界を変える〜」
大崎麻子先生
NPO 法人 Gender Action Platform 理事

「Girls, Be Ambitious! 女の子はどう生きるか？」
上野千鶴子先生
社会学者、東京大学名誉教授

「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
立命館大学生命科学部教授

「SDGs 達成のために若者、女性に期待すること」
上田 隼也先生
一般社団法人 Impact Laboratory 代表理事
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「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

よる主体的な授業
女性学実行委員会に
「館女の女性学」の授業は、主として女性学実行委員会のメンバー
が運営しています。
「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、それぞれの探究活動を進めています。
講演会の際には、講師の先生への質疑応答の時間を設け、講演内
容の理解をさらに深めています。

１年 : 自分ごと探究
自分の興味・関心ごとからテーマを選び、SDGs と関連させ
ながら探究する学習に、個人で取り組みました。

２年 : 沖縄 ×SDGs 探究

探究 DAY2020（成果発表会）

修学旅行の訪問予定先であった沖縄と SDGs を関連させて
探究する学習に、グループで取り組みました。

NJ
KA

O RITSUMEIKA

各クラスの代表者や女性学実行委員のメンバーが、１年間の
探究学習の成果を発表しました。

N

「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、ご指導とご協力をいただいています。

SDGs Boot Camp
小論文コンテストへの応募をゴールとし、小
論文の書き方やアイデアの整理法などを、ワー
クショップを通じて学びました。応募にあたり、
SDGs に取り組む大学生より小論文作成のサ
ポートを頂きました。コロナ禍のため、ほとんど
のレクチャーやサポートがオンライン会議ツー
ルを用いて実施されました。

カンジョゼミ
探究の授業を超えて SDGs や女性学につい
てより深く、実践的に学びたい生徒を対象とし
た 少人 数 の オ ン ラ イン ゼ ミ で す。昨 年 度 は、
「SDGs 視点で女性学を考える」といったテーマ
をもとに、参加者が対話を行いました。
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英語：４技能を育てる TANABU Model
odel とは ?
TANABU M
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。
それは、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 モデルのことです。本校では平成３０年度の１年生から実施しています。

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）

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】

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）

15 時間

パターン B 【こってり】

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”

12 時間

パターン C 【あっさり】

“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】 “読解力”診断テスト→ 語彙 & 表現定着活動

4 時間
2 時間

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】教科書に出てくるテーマに基づ
き、肯定側と否定側に分かれて討議します。

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。

校内英語スピーチ発表会【２年:Presentation】英語表現Ⅱの授業
でSDGsの問題についてグループ活動を行い、代表チームが発表し
ました。
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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
び続ける力や課題を発見し解決に向けて取り組む力を身に付けます。

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一テーマ、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。

ゼミの流れ
テーマ設定・理解

問題発見

テーマ理解

テーマ設定

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。

調査・分析
書籍

web

アンケート

インタビュー

実物・現地
調査

実験・観察

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

まとめ・振り返り

発表

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。

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。

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。

ホームプロジェクト［実践力］

学校家庭クラブ活動

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。
私は 3 才の妹と 1 才の弟
の為に知育玩具を作りまし
た。2 人が興味ある物を基
にし、それぞれの発達に合
わせ、さらに誤飲などの危
険性も考えて作りました。
結果 2 人とも楽しく遊んで
くれました。

昨年度、本校家庭クラブは一般社団法人全国銀行協会
のご支援のもと、特殊詐欺等防止啓発活動に取り組みま
した。縦割り家庭クラブ班で活動したり、地域の防犯パ
トロールや詐欺防犯教室に参加しました。家庭や地域を
詐欺被害から守るため、ホームプロジェクトや探究テー
マなどで理解を深めました。
現役の警察官の方にお話を
聞き、特殊詐欺について詳
しく知りました。犯行の手
口や詐欺被害について具体
的に知ることができ、対策
方法を考えることもできま
した。

２年 牧口
夢華
太田市立休泊中学校出身

２年 小宮山雪乃
館林市立多々良中学校出身

※ホームプロジェクト、学校家庭クラブ活動とは、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。
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部 活 動
Atbletic club
Culture club

運動部
●アーチェリー
●硬式テニス
●陸上競技
●バレーボール
●卓球

文化部
●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

ボクシング部

●演劇
●箏曲
●放送
●被服・手芸
●マンドリン・ギター
●料理
●JRC
●芸術
（美術班・イラスト研究班・書道班）

●ソフトボール
●ダンス
●バドミントン
●ボクシング

サッカー部

ボート部

ソフトテニス部

アーチェリー部

ダンス部

バレーボール部

陸上競技部

ソフトボール部

マンドリン・ギター部

芸術部（書道班）

令和２年度
■ボクシング部

全国高校選抜兼JOCジュニアオリンピックカップ 女子ライトフライ級出場権
獲得（新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止）
県高校体育大会 女子フライ級2位 女子バンタム級優勝

●科学
●吹奏楽
●特別活動部

箏曲部

輝ける実績
■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 出場権獲得

（新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止）

群馬県高等学校ギター・マンドリンコンクール

県高校新人大会 女子ライトフライ級2位

最優秀賞・群馬県知事賞

■ボート部

全国高等学校ボート特別大会 女子シングルスカル準決勝進出
全国高等学校選抜兼 JOC ジュニアオリンピックカップ 女子シングルスカル出場
関東高等学校選抜ボート大会 女子シングルスカル 2 位

■バレーボール部

■放送部

県高校放送コンクール 朗読部門 優良賞
関東大会 出場権獲得（新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止）

■芸術部（書道班）

全国学生書き初め展
硬筆の部 記念特別大賞
硬筆の部 日本書き初め準大賞

全日本バレーボール高等学校選手権大会県予選 ベスト１６

■ダンス部

■箏曲部

高校生ライブMUSIC DAYS 2020 WEB大会参加

全国高等学校総合文化祭日本音楽部門 文化連盟賞

■特別活動部（水泳）

群馬県高等学校新人水泳競技大会 女子400ｍ個人メドレー第3位

ー 8 ー

新しい扉を開き、新しい仲間に出会う。
夢中になれる時間。

ボクシング部

マンドリン・ギター部

関東高等学校
ボクシング選抜大会
出場

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

3 年 吉羽

咲良さん（館林市立多々良中学校出身）

3 年 髙橋

私たちは、個々の目標に向かって互いに切磋琢磨しながら、練習
に励んでいます。部員全員が高校からボクシングを始めました
が、毎日の練習を一生懸命取り組み、県大会で優勝する選手もい
ます。また、グローブやミット等の必要な道具は、すべて部が所有
しているので、どなたでも入部、大歓迎です。

実央さん（館林市立第二中学校出身）

私たちは、県コンクールで２年連続最優秀賞を受賞し、全国大会
に６年連続出場を決めた伝統ある部活です。
部員の大半が、楽器
未経験者でしたが、幅広い音楽に触れ、楽しみながら成長しまし
た。音楽が好きなそこのアナタ！入部をお待ちしております。

ボート部

箏曲部

全国高校選抜兼
JOC ジュニア
オリンピックカップ

全国高等学校総合
文化祭
文化連盟賞

3 年 増田

菫さん（足利市立山辺中学校出身）

3 年 白多

私たちは、全国の舞台で勝ち進むことを目標に、日々練習に励ん
でいます。練習を積み重ねた分、結果が出るので、とてもやりがい
があります。また、家族のような存在でもあり、時には良きライバ
ルでもある仲間と充実した時間は、最高の青春です。私たちと一
緒に本気で戦ってみませんか? !初心者、大歓迎です！待ってます！

由奈さん（足利市立協和中学校出身）

私たちは、全国大会出場を目標とし、普段は月水金の週３回、大会
や発表会前などは毎日練習をしています。先輩後輩に関係なく、
部員全員で意見を交わし、一つ一つの曲を完成させていきます。
経験のある方、ない方でも可憐な館女生活を送りたい方は、ぜひ
一緒に演奏しましょう！

ダンス部

芸術部（書道班）

高校生ライブ
MUSIC DAYS2020WEB 大会
参加

全国硬筆コンクール
文部科学大臣賞

3 年 山口

美波さん（館林市立第一中学校出身）

3 年 竹村

私たちの活動内容は、柔軟や筋トレなどの体づくり、アイソレー
ション、発表会やコンテストに向けての作品づくりなどです。普段
は、とても明るく楽しく、練習には本気で取り組んでいます。仲間
と協力して創り上げた作品を踊るのは、とてもやりがいを感じら
れます。私たちのダンスを見て、感動してもらえるように頑張って
いきます！

文希さん（大泉町立南中学校出身）

私たちの活動内容は、生徒玄関に飾る作品づくり、書道コンクー
ルに出品する作品づくり、書道パフォーマンスに向けての練習で
す。パフォーマンスでは、自分たちで曲や書く文字を決めて、意見
を交換しながら楽しく練習をしています。書道初心者もたくさん
いますが、お互いを高め合いながら、仲良く活動しています。
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特色ある学校行事

館女の行事はどれも楽しくて素
敵な思い出の一つになります。
文化 祭･体育祭･球 技 大 会は全
員全力で、仲間と支え合い、たく
さんの絆を感じ取れる最高のイ
ベントです。

生徒会長 ３年 柏木 陽菜
千代田町立千代田中学校出身

4

月

（入学式）

（対面式）

■始業式、入学式 ■対面式 ■新入生オリエンテーション

6

月

（生徒総会）

■生徒総会■１学期期末テスト

7

月

5

（高校総体壮行会）

■高校総体■１学期中間テスト

（文化祭）

■文化祭（友誼祭）■夏季前期課外
ー 10 ー

月

8

月

9

月

（体育祭）

■オープンスクール■夏季後期課外■体育祭

10

月

（修学旅行）

（１年キャリア訪問）

■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■球技大会

11

月

（持久走大会）

■開校記念式典
■持久走大会

2

月

12

月

（予餞会）

1

月

（百人一首大会）

■２学期期末テスト■予餞会■冬季課外■GTEC受検■百人一首大会（１年生）

（同窓会入会式）

■同窓会入会式■学年末テスト

3

月

（卒業式）

（探究DAY）

■卒業式■英語スピーチ発表会■探究DAY(館女の女性学)■終業式
ー 11 ー

卒業生の進路状況

＊令和２年度卒業生の合格者数（のべ人数）

四年制大学 ……… 140名

専修・各種 ……… 49名

(国公立大学 16 名、私立大学 124 名）

短 期 大 学 ………

24名

就

卒業生の大学合格状況

3名

職 ………
＊過去３年間

■国公立大学

■私立大学

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／前橋工科大学／
埼玉県立大学 等

自治医科大学／芝浦工業大学／順天堂大学／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／神田外国語大学／北里大学／獨協大学／神奈川大
学／獨協医科大学／埼玉医科大学／日本体育大学／東海大学／国際
医療福祉大学／高崎健康福祉大学／群馬パース大学／東京女子大学
／日本女子大学／昭和女子大学／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 等

館林女子高校・OGの声

ボーティ タン ワァー

小島

（令和２年度卒業）

●新潟大学医学部保健学科看護学専攻
●太田市立宝泉中学校
館女での日々は本当に楽しくて幸せだったし、自分
が一番成長できた３年でした。目標に向かって全力
で努力している友達と出会って、一緒に頑張ること
ができました。そして少し厳しいけれどいつも背中
を押してくれる先生方のおかげで、受験も乗り越え
られ人としても成長できました。友達や先生方がいてくれたから、心の底から
館女に来てよかったと思います。館女での 3 年間はびっくりするくらいあっ
と言う間でした。皆さんも館女でたくさん青春してくださいね。

寺内

●山形大学理学部理学科
●明和町立明和中学校出身
私は館女で、とても充実した、かけがえのない 3 年間
を送ることができました。そして、私達生徒の将来を
しっかりと考えてくださる先生方のおかげで、自分
のやりたいことを見つけ、志望校に合格することが
できました。部活動や学校行事、勉強などに学校全体
となって全力で取り組む館女で過ごしたことで、私は人として大きく成長す
ることができたと思います。皆さんも館林女子高校でたくさんの経験をして
自分の可能性を広げ、充実した高校生活を送ってください。

詩菜

亀山

（令和２年度卒業）

堤

●群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科
●千代田町立千代田中学校
私は館女に入学して本当によかったと思っていま
す。元々英語が苦手でしたが、楽しい授業や先生方の
サポートによって、英語の力を伸ばすことができま
した。そして、そのお陰で第一志望校に合格すること
もできました。また、部活動ではさまざまな人と関わ
ることによって、自分の視野が広がり、多様な価値観を理解できるようになり
ました。３年間館女で過ごしたことで、多くの面で成長することができまし
た。みなさんも館女でいろいろなことを経験して、充実した高校生活を送って
ください。

マユミ

神谷

（令和２年度卒業）

奈乃可

（令和２年度卒業）

●群馬県立女子大学国際コミュニケーション学部
●太田市立旭中学校
館女では様々な英語を通した企画や工夫のある授業
を熱心な先生方が指導してくださり、３年間で英検
3 級レベルから準 1 級レベルまで、自身の英語力を
伸ばすことができました。また、様々なイベントに参
加する機会を提供してくださったため、主体性を磨
きつつ進路を定めることができました。受験の際、先生方の助言や個別指導に
より、第一志望の大学に合格することができました。部活動でも、顧問の先生
の指導の下、愉快な仲間達と楽しみつつ真剣に取り組み、勉学と両立すること
ができました。

未優

（令和２年度卒業）

●群馬大学共同教育学部人文社会系社会専攻
●足利市立協和中学校
館女に入学してから卒業までの３年間は、何にも変
えることのできない大切な思い出となりました。入
学前は勉強が苦手でしたが、熱心に教えてくださる
先生方の授業を受けていくうちに、学ぶことの大切
さを知りました。そして、支えてくださった先生方や
友人のおかげで、夢を見つけ、志望校に合格することができました。勉強・部
活動・学校行事で一人ひとりが大きく成長できるところが館女の魅力だと思
います。一度しかない高校生活を館女で送り、皆さんが多くの場面で活躍する
ことを願っています。

千佳

（令和２年度卒業）

●北里大学看護学部看護学科
●館林市立第二中学校出身
私にとって館女での高校生活は一生の思い出です。
定期テストや受験勉強など大変に感じることもあり
ましたが、良い刺激を与えてくれて共に成長するこ
とのできる友達に出会えたことがなによりも良かっ
たと思っています。高校生になることへの不安もあ
ると思いますが、大変なことがあるからこそ充実した日々を送ることが出来る
ので、館女に入学したら出会いを大切にし、勉強はもちろん、友達と思い出を
作って楽しい高校生活を過ごしてください。

足利・太田方面

佐野方面

群馬県立館林女子高等学校
Tatebayashi Girls' High School

〒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
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館林駅

Tel.0276-72-0139 FAX.0276-72-7112

文化会館
市役所

芸術ホール

羽生方面

科学館

