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本校正門前までノンストップ
（約15分）上り・下りともに、１日各２便の運行

充実したＩＣＴ学習環境

「ＴＳＵＢＡＳＡプロジェクト」は、
ＳＧＨ事業で培ったノウハウを発展・継承し、高大産等の協

働により、地域コミュニティを支える
「高崎市と世界をつなぎ、地域に貢献できる人材」、
「高崎

市の特徴を活かしたビジネス起業や環境保護活動等ができる人材」
を育成する事業です。
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（社会的能力を高めワンランク上へ）の各英単語の頭文字をつなげたもの

であると同時に、本校の校章である翼のマークをイメージした名称でもあります。

▼

「学校紹介」資料映像

１

本校の概要

２

本校の特色

生徒全員が１人１台タブレットを所持し、校内の

どこでも使用できるWi f i 環境が整備されています。

授業はもちろん、部活動や修学旅行など学校生活

全般で皆さんの学びのツールとしてタブ
レット端末を活用し、より深い学びの実
現を目指します。

「iPadを利用したICT教育の実践」資料映像

▼

『ＴＳＵＢＡＳＡプロジェクト 』

本校は、大正１３年に高崎実践女学校として創立され、その後学制改革により昭和２２年に誕生した高崎市立女子高等学校を礎
に、平成６年に、高崎市民の熱い要望を受けて男女共学普通科高等学校の高崎市立高崎経済大学附属高等学校となり、「自主自律・
自学自習」を校訓に、各自の個性と才能の伸張を図る高邁な理想と新しい構想に基づいた高等学校として堂々とした歩みを今日まで
続けています。
本校は、生徒一人一人の進路希望の実現を手厚くサポートしており、学校としての進学実績も年々向上しています。また進取・創
造の学校づくりを旗印に、部活動の振興、芸術コースの実践、少人数のクラス編制やオナークラスの活動、高崎経済大学との連携事
業、そしてＳＧＨ後継事業「ＴＳＵＢＡＳＡプロジェクト」への挑戦など、多くの魅力ある教育活動を積極的に展開しています。

（１）生徒一人一人が輝ける機会の設定
毎日の授業や部活動を始めとして、生徒会活動、委員会活動、学校行事、発表会・展覧
会、地域コンソーシアム連携事業など、生徒一人一人が輝き活躍できる機会が、本校には
数多く用意されている。このような活動に対する生徒の積極的な取組が学校の活力となっ
ている。

（２）３５人学級編制と類型別クラス設定 (普通コース／芸術コース)
本校では、普通科に普通コースと、音楽・美術を専門的に学べる芸術コースを設置して
いる。１学級３５人を基本として学級編制を行い、少人数できめ細かい指導を実現してい
る。また、本人の希望と選択により、各学年の文系と理系の１クラスをオナークラスとし
て編制し、体験活動、探究活動を積極的に行っている。

（３）ＴＳＵＢＡＳＡプロジェクト（ＳＧＨ後継事業）
平成２６年度から平成３０年度までの５年間、文部科学省より指定を受けて取り組んでい
たＳＧＨの活動実績を踏まえ、令和元年度より地域協働推進校（アソシエイト）としての取
組を行っている。この取組は「高崎市と世界をつなぐ人材」の育成を目指すものである。
文系オナークラス、理系オナークラスを活動の中心としているが、生徒全体にも参加の
機会があり、体験活動は全校的な広がりとなっている。

（４） 高大産連携
ＴＳＵＢＡＳＡプロジェクトは、文系では高崎経済大学との高大連携コラボゼミの取組を基
盤とし、群馬県立子大学や地元高崎の企業経営者の方々の協力を得て、
プログラムが構成
されている。
また、理系では足利大学や新潟大学を始めとして、県内や首都圏の大学、研
究施設と連携し、体験活動・探究活動を積極的に行う。

（５） 国際理解教育
アメリカや台湾、東南アジア（ベトナム）への海外研修を通して、異文化体験と国際理
解教育を積極的に進めている。同時に自らの文化的背景についても、知識と理解を深めて
いる。また、全員が英語検定を受験することで、英語学習の成果を確認しながら、コミュ
ニケーションツールとしての英語力の向上を目指している。
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主な行事

4月 入学式 オリエンテーション 交通安全教室

１０月 中間考査 大学見学
（１年） 球技大会
中学3年生対象芸術コース体験授業

5月 生徒総会 県高校総体 高崎経済大学見学
（１年） 中間考査
6月 生徒会役員改選 体育祭
（隔年） 経菱祭
（隔年） 期末考査

7月 芸術コース校外鑑賞会 進路ガイダンス 三者面談 学習合宿
8月 夏季補習 学習合宿 中学3年生対象
『学校説明会』

9月 オナークラス成果発表会 中学3年生対象
『授業見学・部活体験』
開校記念式典 音楽系ＬＡＢＩ
１演奏会 美術系ＬＡＢＩ
１作品展

４

１１月 県総文祭 生徒総会 修学旅行
（２年）期末考査
１２月 音楽系校外演奏会
（２年） 学年末考査

１月 音楽系校外演奏会
（３年） 美術系校外作品展

２月 前期入学者選抜

３月 卒業式 後期入学者選抜 ３送会 米国研修
ＴＳＵＢＡＳＡプロジェクト成果発表会

※太文字は中学3年生対象、
又は公開行事

進路に対する取組

【土曜学習会】
【進学補習】
【学習合宿】
【小論文指導】
【高大連携】
【校外模試】
【大学見学会】
【進路ガイダンス】
【保護者対象進路講演会】
【面接】他

土曜学習会は、土曜日の午前中を利用して６５分の講座を３コマ行います。
１・２年生は全
員を対象とし、国語・数学・英語の講座を開設します。
３年生は理科・地歴・公民なども含め、
それぞれの進路に応じた教科・科目を選択し受講する方式で行います。
その他にも、様々な
取組をしておりますので、詳しくは本校ホームページをご覧ください。

５

主な進学先（令和２年度）

【国公立大学】

国公立大学 合計数 83（5）

（ ）
は過年度生の合格者数

東北大学 /１ 山形大学/１ 茨城大学/2 宇都宮大学/1 群馬大学 /16(1) 埼玉大学 /３
（1） 千葉大学 /２
東京学芸大学/2
東京芸術大学 /1（1） 新潟大学/2
富山大学/3
信州大学/2（1） 秋田公立美術大学/1（1）
会津大学/1 群馬県立県民健康科学大学 /5 群馬県立女子大学 /5 高崎経済大学 /22 前橋工科大学 /2
千葉県立保健医療大学/1
東京都立大学/2
横浜市立大学 /1
長岡造形大学/2
愛知県立芸術大学 /1
京都市立芸術大学/1
尾道大学/1
長野大学/１
鹿屋体育大学/１

【私立大学】

私立大学 合計数 400（28）

（ ）
は過年度生の合格者数

早稲田大学/2 東京理科大学/4（1） 明治大学/3 青山学院大学/4 立教大学/7 中央大学
/8（1） 法政大学/8（2） 学習院大学/1 成蹊大学/2 成城大学/6 武蔵大学/2 昭和女子
大学/1 明治学院大学/7 國學院大学/6 獨協大学/7（1） 文教大学/6 芝浦工業大学/3
東京電機大学/6 工学院大学/1 日本大学/14（1） 東洋大学/17（5） 駒澤大学/9 専修大
学/7 東京経済大学/9 武蔵野美術大学/3（2） 多摩美術大学/2 東京造形大学/1 桐朋
学園大学/1 国立音楽大学/3 武蔵野音楽大学/1（1） 東京音楽大学/2関西学院大学/1
京都産業大学/1 他245（14）

６

部活動

【運動部】陸上競技／バスケットボール（男・女）／バレーボール（男・女）
／サッカー／ソフトテニス
（男・女）
／水泳
柔道 ／山岳／バドミントン
（男・女）
／ダンス ／弓道 ／テニス（男・女）
／ 硬式野球

【文化部】演劇／茶道／華道 ／ JRC・児童／書道／新聞／吹奏楽／筝曲／軽音楽／理科／美術／文芸
映画／合唱／写真／バトン／放送／イラスト／インターナショナルクラブ／インターアクトクラブ
全国高等学校総合文化祭（高知大会）／美術・工芸部門《県代表４名》
全国高等学校総合文化祭（高知大会）／書道部門《県代表１名》

