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前橋東高等学校

群馬県立

所 在 地 〒 371-0002 群馬県前橋市江木町８００
電
話 027-263-2855
ＦＡＸ 027-263-2524
ホームページ
U R L http://www.nc.maehigashi-hs.gsn.ed.jp/
E-mail maehigashi-hs@edu-g.gsn.ed.jp
創
立 昭和 54 年 11 月１日
課
程 全日制総合学科
職 員 数 60
生 徒 数 708
１年次
２年次
３年次
合計
(６学級) (６学級) (６学級) (18 学級)
学科名
男
女
男
女
男
女
男
女
総合学科 131 109 112 123 108 125 351 357

●進学型総合学科
前橋東高校は、今年で創立４０年目となり、開校以来、
着実に伸び続ける進学実績と部活動の活躍は、まさに「文
武両道」の伝統を継承しています。また、まじめで規律
ある生活態度も地域のみなさんの高い評価を得ています。
また、７５％以上の生徒が４年制大学に進学していま
す。きめ細やかな進路指導も特徴の１つです。今春の現
役国公立大延べ合格者４７名、進学者が４７名の進学校
です。
前橋東高校は平成１５年度より「進学型総合学科」と
なり、学習や部活動等それぞれの分野でトップの力を持
ち、創造性と国際的視野で自己表現できる生徒の育成を
目指しています。

●進路に応じた選択科目
前橋東高校の総合学科は、自分の興味や関心、進路希
望に応じて進学に対応した幅広い選択科目の中から、自
分に必要な科目を選ぶことができます。また、芸術の専
門性を深める科目も用意しています。科目選択は大変な
ことですが、自分で学習計画をたてることは楽しいこと
であり、だからこそ目標に向かって努力することができ
ます。大学進学を希望している生徒にとって、自分の進
路に関連のある科目を集中的に選択することができます。
これが「進学型総合学科」の特徴です。

○学期
三学期制を採用しています。学期毎に目標を設定し、
けじめのある高校生活を目指します。
○少人数の授業
科目数が多い分、少人数での授業が多いということ
です。特に英語・数学では１年から、国語では２年か
ら少人数制の授業を展開することにより、きめ細やか
な指導が行われます。
○施設や設備
平成２７年度に更新されたパソコン実習室のほか、
パソコン対応のマルチメディア教室も平成２４年度に
更新されました。個人レッスン室や合奏室、デザイン
室、絵画室など音楽や美術の芸術関係の施設、普通教
室の全室エアコン設置など、設備面でも充実していま
す。
○充実した進路プランニング
自分の進路について深く学習するために、「進路プラ
ンニング」という前橋東高校独自の科目が設定されて
います。進路プランニングでの多くの体験学習や発表
をとおして、自分を見つめ、将来の進路目標を明確に
することができます。

※選択科目のグループを「系列」といいますが、前橋東高校では「系列」
にしばられることはありません。ですから学科やコースと違い、
「系列」
に所属することなく科目を選択することができます。

●個性を生かす新しいタイプの進学校
その他の前橋東高校の特徴を紹介します。
○単位制
興味や関心、進路希望に応じた主体的な学習ができ
ます。３年間で所定の単位数を満たさないと卒業でき
ません。その分やる気としっかりとした学習計画が必
要です。
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私の進路プラン全体発表会

●進路状況

●主な学校行事

前橋東高校では、個人面談や「進路プランニング」な
どをとおして早くから自分の進路目標を考えることがで
きます。日々の授業のほか、早朝・放課後や土曜日の補
習授業（全学年対象）や模擬試験など、きめ細やかな実
践的進路サポートが行われています。

三学期制のもと、メリハリのある学校生活が送れるよ
うに行事が組まれています。二年に１度の澄流祭（文化
祭）や体育祭、また毎年行われる球技大会などのクラス
対抗では「東高生が燃える！」瞬間です。
４月 １学期始業式 入学式
５月 高校総体 生徒総会
１学期中間考査 交通安全教室
６月 体育祭※ 大学見学(１年)防犯教室(１年女子)
１学期期末考査
７月 １学期終業式 夏季課外 学習合宿（３年）
８月 夏季課外 ２学期始業式
９月 球技大会
１０月 ２学期中間考査 職場見学（１年）生徒総会
芸術鑑賞教室
１１月 創立記念式典 マラソン大会 体験講義（２年）
２学期期末考査
１２月 修学旅行（２年）２学期終業式 冬季課外
１月 ３学期始業式 寒稽古
２月 進路プラン発表会（１年）学年末考査
３月 卒業式 ３学期終業式
※体育祭と文化祭が隔年で行われます。

平成３１年３月末の進路は次の通りです。
１．全体概要（進路概況）
種別
人数
四年制
国公立
４７
大学
私立
１２７
短期大学
１３
専修各種学校
２３
２．主な合格先（四年制大学）
○国公立大学
山形大学
福島大学
筑波大学
宇都宮大学
群馬大学
埼玉大学
信州大学
新潟大学
筑波大学
金沢大学
富山大学
岡山大学
前橋工科大学
県立県民健康科学大学
群馬県立女子大学
高崎経済大学
青森公立大学
都留文化大学
埼玉県立大学
長野大学
会津大学
富山県立大学
諏訪東京理科大学
○私立大学
慶応義塾大学
国学院大学
成蹊大学
青山学院大学
東京電機大学
早稲田大学
日本大学
法政大学
東京理科大学
京都産業大学

●制服
平成 14 年度より女子、平成 15 年度より男子の制服が
「COMME ÇA DU MODE」 ブランドになりました。

芝浦工業大学
駒澤大学
専修大学
東海大学
東京女子体育大学
日本体育大学
関西学院大学
学習院大学
立教大学
立命館大学 他

男 子

五つボタン 詰め襟

女 子

五つボタンショールカラージャケット、
フラットカラーブラウス、パネルプリーツスカート、
またはスラックス、ベスト、セーター、紺ソックス

「 Aim for the Top 」 プラン

●活気ある部活動
前橋東高校では、部活動加入率が常に 80%以上と高く、
どの部も生徒主体で盛んに活動が行われています。全国
大会、関東大会出場を達成する部活動を中心に、早朝か
ら放課後まで、体育館や校庭からは気迫あふれる声が響
き渡ります。運動部ばかりではなく、美術部や吹奏楽部
など文化部の活動も活発です。また、生徒会活動も生徒
会本部役員を中心に自主的・主体的な活動を展開してい
ます。
【運動部】(主なもの）
陸上競技・サッカー・バスケットボール・卓球・柔道・剣
道・空手道・バドミントン・弓道・野球・テニス・バレーボー
ル・カヌー・水泳
【文化部】
演劇・茶華道・吹奏楽・文芸・美術・英語研究・ＪＲＣ・
書道・放送・理科
[太字は全国・関東大会出場歴有り]
※卓球・柔道・空手道・バドミントン部の４部は全国制
覇を達成しており、平成２１年度全国高校総合文化祭百
人一首部門で、平成２２年度卒業生石川華穂さんが全国
制覇を成し遂げました。

前橋東高校が平成 14 年度より導入した特色ある高校づ
くりの取組。学習や部活動等それぞれの分野でトップの力
を持ち、創造性と国際的視野で自己表現できる生徒の育成
を目指しています。過去には大学との連携や先進研究機関
のノウハウの研究や中国ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑを育てた中国体育学校の
体験合宿、芸術系大学での体験学習、英語で３日間を過ご
すｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｷｬﾝﾌﾟ等を実施しました。この他国公立大学教授
等による体験講義なども行われ、こうした取組によってト
ップを目指したい生徒にとっては、他校にはない教育環境
が整備されています。
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「Aim for the Top!」とは「トップを目指せ」ということです

