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国公立大学　群馬大学／新潟大学／埼玉大学／宇都宮大学／茨城
大学／山形大学／静岡大学／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／前橋工科大学／埼玉県立大学／長野
県立大学／島根県立大学　等
私立大学　自治医科大学／中央大学／法政大学／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

四年制大学
（国公立大学12名、私立大学179名）

短期大学

専修・各種
就　　職

48名
０名

191名
 

 15名

群馬県立館林女子高等学校
TATEBAYASHI GIRLS’ HIGH SCHOOL

＊過去３年間

＊令和３年度卒業生の合格者数（のべ人数）

　館女で過ごした時間はとても充実した３年間でした。館女
には熱心に勉強を教えてくれ、私たちを全力でサポートくれ
る先生がたくさんいます。特に英語では、工夫された活動が多

くあります。私は当初英語が全く話せなかったのですが、英検準１級に合格するほ
ど力を伸ばすことができました。また、勉強も部活動も共に高めあえる一生の友達
に出会うことができます。館女での多種多様な経験を通して、人として大いに成長
することができたと思います。ぜひ、館女で楽しい女子校ライフを送ってください。

●群馬大学共同教育学部人文社会系英語専攻
●板倉町立板倉中学校出身

星野　真彩 （令和３年度卒業）

　私は館女でかけがえのない、とても充実した３年間を送る
ことができました。勉強や部活動など、様々な面で互いに支え
あえる友人と出会い共に頑張れたこと、生徒のことをしっかり

とみてくださる先生方に指導してもらえたことは、ほかの何ものにも代えがたい経
験だと思っています。こうした経験を通して、学力面だけでなく、人としても大きく
成長することができました。皆さんも館女でたくさんのことを学んで、自分の可能
性を広げてください。そして、充実した高校生活を送ってください。

●群馬大学理工学部物質・環境類
●館林市立第四中学校出身

前田　菜々 （令和３年度卒業）

　館女に入学してからの３年間は、とても楽しく充実した日々
でした。入学前は、英語が苦手でしたが、工夫された授業で明
るく教えてくださることで、苦手意識を克服することができ、

そのおかげで、第一志望校に合格することができました。また、コロナ禍でも先生方
の尽力のおかげで一日修学旅行や文化祭を楽しむことができました。皆さんも館女
に入学したら、いろんな経験をして友達とたくさんの思い出を作って、充実した高
校生活を送ってください。

●茨城大学人文社会科学部人間文化学科
●太田市立城西中学校出身

安冨　綾乃 （令和３年度卒業）

　館女での学校生活はとても充実していたため、楽しく過ご
すことができました。元々英語が苦手でしたが、先生方が工夫
してTANABU Modelを取り入れた授業を行ってくださった

ことで英語力が伸び、第一志望校の合格につながりました。また、学校行事が次々に
縮小や中止になり、制約が多い中でしたが、高校３年間で成長できたと感じていま
す。高校３年間はあっという間に過ぎ去ります。館女でいろいろな経験をして、自分
の糧にしてください。そして青春を謳歌してください。

●群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科
●館林市立多々良中学校出身

井上　真絢 （令和３年度卒業）

　学校行事を楽しみつつ、勉学にも勤しむことができ、大変充
実した３年間でした。課外授業や小テスト等をこなすことで、
部活動を続けながらでも基礎学力は自然と身につけられま

す。そのため、受験への切り替えもスムーズに行えました。そして、切磋琢磨できる
友人、支えて下さる先生方のおかげで、第一志望に合格することができました。館女
は、頑張る生徒を応援してくれる学校だと、強く感じます。皆さんが館女での高校生
活で、素敵な仲間と充実した時間を過ごせるよう願っています。

●群馬県立女子大学文学部国文学科
●館林市立第二中学校出身

髙橋　実央 （令和３年度卒業）

　私は館女でしか送ることのできなかった高校生活を送れたと思いま
す。部活動では日々目標に向かって仲間とともに切磋琢磨しあいなが
ら練習に励んできました。その仲間は今では第二の家族のような存在

です。私自身勉強と部活動で忙しくどうしたら良いかわからなくなる時もありました。そんな
時、親身になって相談に乗ってくれる先生や友だちと出会えたおかげで困難も乗り切ることが
できました。そして目標としていた関東大会優勝、全国大会出場も果たすことができました。館
女で過ごした時間全てが青春です！みなさんも館女に入って青春の１ページを作りませんか?!

●法政大学キャリアデザイン学部キャリアデザイン学科
●足利市立山辺中学校

増田　　菫 （令和３年度卒業）

館林女子高校・OGの声

学校案内学校案内学校案内
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●館女会館

　１Ｆ：合宿施設、学習室

　２Ｆ：アリーナ

●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、他者との協調を重んじる、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105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、 キャリア研究訪
問等にも力を入れ、 自ら主体的に学ぶ生徒の育成、 人間力の向上に務めています。

館女の特色

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　23,849名

卒業者数………………29,066名 在籍生徒数………586名
１年…………200名

２年…………192名

３年…………194名

校　訓

教育目標 　探究の授業の中で、自分
の興味・関心のあることを
SDGsと関連づけて考える
ことで、SDGsや様々な社
会問題について、より身近
な自分ごとの問題として考
えることができるようにな
りました。また、講演会で
は、ジェンダー問題をはじ
めSDGsに関する最新の状
況を知ることができ、考え
や理解を深めることができ
ました。

女性学実行委員

２年　長岐　美玲
邑楽町立邑楽南中学校出身

　友達とペアになり音読

練習をしたり、自分の力で

教科書の英文を再現した

りと様々な活動を通して

単語や文法の知識、読解

力、表現力を身につけるこ

とができ、毎回の授業がと

ても充実しています。 ３年　時﨑　夏姫
邑楽町立邑楽中学校出身

　それぞれの探究のテー
マはどれもこれも将来に
役立つことばかりです。
最終的にレポートにまと
めるので資料作りやパ
ワーポイント作りの技術
が上がります。語彙力が
少ない私でも探究ゼミを
通してたくさんの力が身
につきました。

２年　髙田　梨乃
館林市立第一中学校出身

主 な 施 設主 な 施 設
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　「女性の生き方探究～館女の女性学～」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、女性の生き方探究～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もします。

　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。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。

「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!」

小野里　香織先生
群馬大学医学部付属病院 細胞検査士

「「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

「女性の生き方探究～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

女性の生き方探究～館女の女性学～
女性の生き方探究とは？

女性学実行委員による主体的な授業

３年間の探究カリキュラムの流れ

（令和３年度は全てオンラインで実施）

探究DAY2021（成果発表会）
１年 自分ごと探究

２年 群馬×SDGs探究

３年 女性の生き方探究

４月 １月 ２月 ３月

１
年
次

２
年
次

３
年
次

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

館女の女性学
ガイダンス SDGs 探究

群馬　×　SDGs 探究

進路　×　SDGs 探究 女性の生き方探究

進路　×　SDGs 探究

Goal５探究 自分ごと探究

SDGsフォトコンテス

トを通して、SDGs全

般を理解する学習に取

り組みます。

地域の魅力や問題をSDGsの視点で発見し、探究する学習に取り組

みます。

自分の希望する進路とSDGsの関わりにつ

いて探究する学習に個人で取り組みます。

３年間の集大成として、自分の進路や生き方について

探究する学習に個人で取り組みます。

SDGsゴール５に関連する課

題に焦点をあて、｢自分たちに

できること｣を探究する学習

に取り組みます。

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

学習に取り組みます。

探

究

Ｄ

Ａ

Ｙ

　「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。
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ゼミの流れ

　１年次に学ぶ「家庭基礎」の授業では、全員が探究ゼミ学習に取り組みます。「知りたい」「見つけたい」「伝えたい」
気持ちを育み、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伸ばします。

テーマ設定・理解

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・研究

自分の探究テーマが決まった
ら、テーマの意味を正しく理
解することから始めます。ゼ
ミミーティングや先輩のアド
バイスも参考にします。

調査の手法は様々です
が、正しい情報を正しく
扱うことがポイントで
す。わかりやすい発表資
料も準備します。

問題点の分析

調査・研究の過程で発見
した問題 点を整 理し、
セッションテーマを事前
に絞り込んでおきます。

発表・セッション

工夫を重ね、自分の言葉
でわかりやすく伝えま
す。問題点や対策につい
て協議し、探究の方向性
も再確認します。

まとめ

探究結果をレポートにし
ます。事実や意見を明確
にし、結論を導き出しま
す。最終訂正も加えます。

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〕
パターンB
〔こってり〕

パターンC
〔あっさり〕
パターンD
〔超あっさり〕

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）

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” 

４時間“リスニング”による概要把握▶語彙&表現定着活動

２時間“読解力”診断テスト▶語彙&表現定着活動

　青森県立田名部高等学校で開発された授業モデルです。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。

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【３年：Presentation】教科書の内容をスライドを
使ってプレゼンテーションし、最後に本文の内容に関する質問に答えます。

校内英語スピーチ発表会【２年：プレゼンテーション】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。

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。

　英検準１級は内容
が難しく勉強法に困り
ましたが、先生からの
助言もあり、合格でき
ました。英検の勉強を
することで自信もつ
き、海外の方とのコ
ミュニケーションも
さらに楽しくなりま
した。

　私は高血圧の祖母のために、塩分・糖
分控えめの料理を作ったり、一緒に歩い
て運動不足を解消したりして、祖母の生
活習慣改善を目指しました。大
好きな祖母の喜ぶ顔を見れて心
が温まりました。

TANABU Modelとは？

授業［基礎力］　

２年　林　楽紗琳
大泉町立北中学校出身

２年　美良山　遥奈
館林市立第一中学校出身

２年　美良山　遥奈
館林市立第一中学校出身

　１学期に「ライフデザイン」「食生活」、２学期に「共生・保育・高齢者」「衣生活」、３学期に「消費経済・環境」「住生活」の分野
を学習して基礎力を身につけます。２時間続きの授業では、「意識を高める」「視野を広げる」「思考を深める」ディメンショナルな
学びで、生きるための知識やスキルのレベルアップを図ります。

探究ゼミ［応用力］
　自分が選んだゼミ分野と授業分野、双方に関連するテーマで探究学習を進めます。授業分野は学期ごとに変わるため、１年間で
３種類のテーマに取り組みます。少人数制ですが、ゼミ仲間と協力して課題解決策を目指すので、一体感や達成感を得ることがで
きます。

英検準１級
合格！

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、３年次まで継続して取り組むため、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、将来の生
活に生かせる確かな力となります。

　館林の日本遺産「館林紬」のワーク
ショップに参加し、その歴史や魅力につい
て詳しく知ることができました。館林でと
れた果物のジュースを飲みながら、現代向
けにアレンジされたアクセサ
リーやアートを作る体験が楽し
かったです。紬の良さを伝えて
いきたいと思いました。

３年　野口　綾音
太田市立城東中学校出身

３年　野口　綾音
太田市立城東中学校出身

学校家庭クラブ活動

　家庭クラブ（FHJ：Future Homemakers of Japan）の歴史
は70年と古く、家庭や地域に向けて様々な取り組みに挑戦し
てきました。「創造・勤労・愛情・奉仕」を理念の柱とし、研究活動
やボランティア活動、交流活動を行っています。活動を通し
て、群馬県高等学校家庭クラブ連盟や全国高等学校家庭クラ
ブ連盟のクラブ員と交流を深めた先輩、キッコーマンスカラ
シップ留学生としてアメリカの家庭クラブ活動（FCCLA）に参
加した先輩もいます。

※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。

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

問題発見

テーマ理解
テーマ設定

問題発見

テーマ理解
テーマ設定
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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

●箏　曲

●料　理

●被服・手芸

●芸術（美術班・イラスト研究班・書道班）

●演　劇

●マンドリン・ギター

●放　送

●科　学

●吹奏楽

● 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

■放送部
　県高校放送コンクール　朗読部門　最優秀賞・優良賞
　　　　　　　　　　　　アナウンス部門　優良賞
　NHK杯全国高校放送コンテスト県大会　朗読部門　優良賞

■箏曲部
　全国高校総合文化祭日本音楽部門　出場

■吹奏楽部
　県高校総合文化祭吹奏楽専門部大会　優秀賞
　県アンサンブルコンテスト　フルート三重奏　銀賞

■芸術部（書道班）
　全国硬筆コンクール　群馬県知事賞
　高円宮杯日本武道館書写書道大展覧会　日本武道館賞

■ボクシング部
　全日本女子ボクシング選手権ジュニア大会　ライトウェルター級３位
　関東高校女子ボクシング選手権大会　ライトウェルター級１位

■ボート部
　関東高校ボート大会兼関東高校選手権大会　女子シングルスカル優勝
　関東高等学校選抜ボート大会　女子ダブルスカル　第６位

■アーチェリー部
　県高校アーチェリー新人大会　女子団体　第３位

■バドミントン部
　全国高校バドミントン選手権大会県予選　団体　ベスト16
　県高等学校新人バドミントン大会　団体　ベスト16

■ダンス部
　上毛新聞社杯ダンスコンテスト　出場

■陸上競技部
　県高校新人陸上競技大会女子200ｍ　第５位

ボクシング部 バスケットボール部 ダンス部

ボート部

アーチェリー部 JRC 吹奏楽部 箏 曲 部

バドミントン部 科 学 部

卓球部

ソフトボール部

令 和 ３ 年 度  輝 け る 実 績

A t h l e t i c  c l u b C u l t u r e  c l u b

３年／大山眞由子さん
館林市立多々良中学校出身

全日本女子ボクシング選手権
ジュニア大会　３位

　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、中に
は県大会で優勝し、全国大会に出場する選手もいます。グローブや
ミット等の必要な道具は、全て部で所有しているので、気になったそ
このアナタ！ぜひ見学に来てください
初心者、大歓迎です。待ってます！

３年／荒川　真希さん
館林市立第三中学校出身

関東高等学校選抜
ボート大会　６位

　私たちは、全国大会で勝つことを目標に練習に励んでいます。ボー
トは高校から始める人がほとんどなので努力次第で全国で活躍する
事ができます。全国各地の大自然の中でレースができること、仲間と
濃い青春が味わえることがボート部の魅力です。「新しいことに挑戦
したい！」「本気で戦いたい！」という方、大募集です。待ってます !!

部 活 動

３年／関口　夏海さん
太田市立綿打中学校出身

群馬県高校総合文化祭
吹奏楽専門部大会優秀賞

　私たちは「志奏協動」を揚げ、館女らしい明るく楽しい音色を目指
して、日々練習に励んでいます。コンクールでは、切磋琢磨して金賞
を目指し、演奏会では聴くだけでなく、見ても楽しめる演奏をしてい
ます。また、楽器は学校で貸し出しているため、初心者の方も大歓迎
です。ぜひ、私たちと一緒に演奏しましょう !!

３年／関口　絵梨さん
明和町立明和中学校出身

群馬県高等学校総合
体育大会参加

　私たちは、「県ベスト８」を目標に基礎練習からゲームまで自分た
ちで課題を見つけながら日々練習に励んでいます。部員のほとんど
が初心者からサッカーを始めましたが、それぞれが良きライバル・仲
間として、切磋琢磨し合いながらチーム一丸となって取り組んでいま
す。人生一度きりの高校生活、私たちサッカー部と一緒に楽しみま
しょう !!

３年／蓮見　知優さん
館林市立第二中学校出身

全国高等学校総合文化祭
日本音楽部門　出場

　Welcome！箏曲部へ！皆さんは箏を弾いたことがありますか？箏
は伝統ある楽器で、独特な音色が魅力です。私たちはその魅力を伝
えるために日々活動をしています。私たちの一番の目標は全国大会
に出場することです。そのために外部顧問の先生のご指導の下、練習
に励んでいます。熱意のある方を募集しています。ぜひ、箏曲部にお
越し下さい！

３年／宗像　まみさん
太田市立南中学校出身

群馬県高校放送コンクール
朗読部門　最優秀賞

　私達の活動は、昼食時の校内放送や体育祭など、行事の司会進行
です。また、年に２回開催される放送コンクールに向けて発声練習や
滑舌練習などを日々行っています。校内放送では、連絡事項の他に自
分の好きな曲やリクエストされた曲を流しています。人前で話すこと
がとても楽になります。皆さんと一緒に活動できることを楽しみに
待っています。

ボクシング部

ボ ー ト 部

吹 奏 楽 部

サッカー部

箏　曲　部

放　送　部

ボクシング部

ボ ー ト 部

吹 奏 楽 部

サッカー部

箏　曲　部

放　送　部
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入 学 式 対 面 式
高校総体壮行会

生徒会長
３年／藤村　咲希
館林市立第四中学校出身

■交通安全教室
■生徒総会
■１学期期末テスト

交 通 安 全 教 室 生 徒 総 会

■体育祭
■夏季前期課外

体 育 祭

■開校記念式典
■大学教授模擬授業

開校記念式典及び講演会 予 餞 会
１年生と３年生の協同学習

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

同窓会入会式 卒 業 式 ２年校外学習

球 技 大 会

■学校説明会　■オープンスクール　■夏季後期課外　■球技大会

修 学 旅 行
２年大学教授模擬授業

■始業式、入学式
■対面式
■新入生オリエンテーション

■高校総体
■１学期中間テスト4月

　館女の行事は、文化祭・体育祭・
球技大会等があり、そこには、女
子校でしか味わえない楽しさが
あります。全力で仲間を応援した
り、支え合ったりして素敵な思い
出が作れると思います。

特色ある学校行事

3月６月 ７月

11月

11月

■同窓会入会式
■学年末テスト2月

■２学期期末テスト
■予餞会　■冬季課外
■GTEC受検

12月 ■共通テスト
　チャレンジ１月

８月・９月

５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

５月

文化祭文化祭文化祭
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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

卒業生の大学合格状況

卒業生の進路状況

〒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

TEL. 0276-72-0139　FAX. 0276-72-7112

国公立大学　群馬大学／新潟大学／埼玉大学／宇都宮大学／茨城
大学／山形大学／静岡大学／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／前橋工科大学／埼玉県立大学／長野
県立大学／島根県立大学　等
私立大学　自治医科大学／中央大学／法政大学／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

四年制大学
（国公立大学12名、私立大学179名）

短期大学

専修・各種
就　　職

48名
０名

191名
 

 15名

群馬県立館林女子高等学校
TATEBAYASHI GIRLS’ HIGH SCHOOL

＊過去３年間

＊令和３年度卒業生の合格者数（のべ人数）

　館女で過ごした時間はとても充実した３年間でした。館女
には熱心に勉強を教えてくれ、私たちを全力でサポートくれ
る先生がたくさんいます。特に英語では、工夫された活動が多

くあります。私は当初英語が全く話せなかったのですが、英検準１級に合格するほ
ど力を伸ばすことができました。また、勉強も部活動も共に高めあえる一生の友達
に出会うことができます。館女での多種多様な経験を通して、人として大いに成長
することができたと思います。ぜひ、館女で楽しい女子校ライフを送ってください。

●群馬大学共同教育学部人文社会系英語専攻
●板倉町立板倉中学校出身

星野　真彩 （令和３年度卒業）

　私は館女でかけがえのない、とても充実した３年間を送る
ことができました。勉強や部活動など、様々な面で互いに支え
あえる友人と出会い共に頑張れたこと、生徒のことをしっかり

とみてくださる先生方に指導してもらえたことは、ほかの何ものにも代えがたい経
験だと思っています。こうした経験を通して、学力面だけでなく、人としても大きく
成長することができました。皆さんも館女でたくさんのことを学んで、自分の可能
性を広げてください。そして、充実した高校生活を送ってください。

●群馬大学理工学部物質・環境類
●館林市立第四中学校出身

前田　菜々 （令和３年度卒業）

　館女に入学してからの３年間は、とても楽しく充実した日々
でした。入学前は、英語が苦手でしたが、工夫された授業で明
るく教えてくださることで、苦手意識を克服することができ、

そのおかげで、第一志望校に合格することができました。また、コロナ禍でも先生方
の尽力のおかげで一日修学旅行や文化祭を楽しむことができました。皆さんも館女
に入学したら、いろんな経験をして友達とたくさんの思い出を作って、充実した高
校生活を送ってください。

●茨城大学人文社会科学部人間文化学科
●太田市立城西中学校出身

安冨　綾乃 （令和３年度卒業）

　館女での学校生活はとても充実していたため、楽しく過ご
すことができました。元々英語が苦手でしたが、先生方が工夫
してTANABU Modelを取り入れた授業を行ってくださった

ことで英語力が伸び、第一志望校の合格につながりました。また、学校行事が次々に
縮小や中止になり、制約が多い中でしたが、高校３年間で成長できたと感じていま
す。高校３年間はあっという間に過ぎ去ります。館女でいろいろな経験をして、自分
の糧にしてください。そして青春を謳歌してください。

●群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科
●館林市立多々良中学校出身

井上　真絢 （令和３年度卒業）

　学校行事を楽しみつつ、勉学にも勤しむことができ、大変充
実した３年間でした。課外授業や小テスト等をこなすことで、
部活動を続けながらでも基礎学力は自然と身につけられま

す。そのため、受験への切り替えもスムーズに行えました。そして、切磋琢磨できる
友人、支えて下さる先生方のおかげで、第一志望に合格することができました。館女
は、頑張る生徒を応援してくれる学校だと、強く感じます。皆さんが館女での高校生
活で、素敵な仲間と充実した時間を過ごせるよう願っています。

●群馬県立女子大学文学部国文学科
●館林市立第二中学校出身

髙橋　実央 （令和３年度卒業）

　私は館女でしか送ることのできなかった高校生活を送れたと思いま
す。部活動では日々目標に向かって仲間とともに切磋琢磨しあいなが
ら練習に励んできました。その仲間は今では第二の家族のような存在

です。私自身勉強と部活動で忙しくどうしたら良いかわからなくなる時もありました。そんな
時、親身になって相談に乗ってくれる先生や友だちと出会えたおかげで困難も乗り切ることが
できました。そして目標としていた関東大会優勝、全国大会出場も果たすことができました。館
女で過ごした時間全てが青春です！みなさんも館女に入って青春の１ページを作りませんか?!

●法政大学キャリアデザイン学部キャリアデザイン学科
●足利市立山辺中学校

増田　　菫 （令和３年度卒業）

館林女子高校・OGの声
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