
卒業生のメッセージ

25

331

73

進路実現に向けたサポート  ❸

22 23

グローバル社会の今を体感してもらい、これからの日本人に求め
られる力を養います。自分の意見を伝え相手を尊重するための確
かな語学力や、現地の幅広い人々との交流を通じて、思考力、判
断力、表現力を身につけたグローバル人材の育成を目指します。

他県の生徒だけでなく、世界各国の同世代の生徒、学生ととも
に学ぶ環境の中で、世界的な視野で物事を捉え、主体性、自己
表現力を磨きます。英語漬けのイギリスでの１１日間は、語学力は
もちろん、一回りも二回りも自分を成長させてくれます。

● 世界トップレベルの大学を訪問し、世界的な視野で物事を捉えること
で、将来の進路選択の幅を広げるだけでなく、学ぶ意欲を高める

● 世界各国の同世代の若者と共に学ぶ中で、英語というツールを用い
て、世界の様々な文化・習慣を理解する

● 将来のリーダーを目指すという共通の目的を持って行動し、現地の大学
生とのセッションを通して、より自主的・協力的に行動する力を高める

現地大学のキャンパスを使用した
プログラム 充実した見学研修世界各国の留学生との

サマープログラム
滞在中は現地大学のキャンパス内学生寮で生活。
世界各国から集まる留学生との生活を通して、ボ
ランティア精神、協調性、他国理解の精神を学
びます。食事はキャンパス内のカフェテリアで３
食提供されます。

歴史あるヨーロッパ・イギリスを体感できる充実し
た見学研修を予定しています。
■ ロンドン市内：大英博物館、バッキンガム宮殿、

ウエストミンスター寺院、ロンドン大学など
■ ケンブリッジ市内：ケンブリッジ大学、

キングスカレッジなど

１クラス平均15名程度の少人数制の英語研修を
行います。午前または午後、合計20レッスン（１
レッスン45分）の授業が行われます。英語運用
能力はもちろん、他国生との関わりの中で相手の
考えを理解し、自分の考えをしっかり持ち、伝え
ることの重要性を認識します。
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● 英語による自己発信力やコミュニケーション能力を伸長させる
● ホストファミリーや同世代の学生との交流を通して異文化に対する

理解を深める
● 大学生や日本人ゲストスピーカー等との交流を通して、主体性や

チャレンジ精神を養い、将来の進路設計を持たせる
● 世界トップ企業への訪問を通してグローバル化に適応できる人材の

ビジョンを持たせる

研修地　アメリカ西海岸
「シアトル」

ホームステイを通しての
生活体験少人数制の英語クラス 見聞を広め、 主体性を

養うアクティビティ
アメリカ北西部に位置し、海にも山
にも囲まれた西海岸有数の世界都
市が研修の舞台。マイクロソフト、
アマゾン、スターバックス等、世界
企業の本社が多いことでも有名で
す。スターバックスの１号店は人気
の観光スポットとして世界中から多
くの人が訪れています。

ファミリーとの日常生活の中で、アメリカ
の文化や習慣を学ぶと同時に、実践的
な英会話力、コミュニケーション力を養い、
帰国後のモチベーションアップに役立て
ます。他国からの留学生が滞在している
ことが多く、様々な国籍の学生との交流
を通して、自国文化や異なる価値観、ま
た将来についても考える機会となります。

午前中は少人数による英語クラスを実
施。プロの講師による発話中心のスタ
イルで進みます。コミュニケーション
のための英語を集中的に学ぶことで、
英語を話す楽しさを実感することがで
きます。実践に即したレッスンにより、
ホームステイ先や午後のアクティビ
ティですぐに使用することができます。

現地では、同世代の学生との交流、
ワシントン大学に通う日本人学生と
の懇談会とキャンパスツアー、現地
で活躍されている日本人スピーカー
からの講話などを予定しています。
また、シアトル市内見学研修や、
マイクロソフト社やボーイング社な
どの企業見学も行います。
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【 研修の目標 】

【 研修の目標 】

研修の特色

研修の特色

 グローバル人材育成研修

 イギリス語学研修

海外研修制度

中央大学 経済学部 経済学科 進学

神奈川大学 経済学部 現代ビジネス学科 進学

高崎経済大学 経済学部 経済学科 進学

専修大学 経済学部 生活環境経済学科 進学

特進コースでよかった！と思えたことは勉強と部
活動の両立をより高いレベルで行えたことです。
特進コースと聞くと勉強ばっかりなイメージかも
しれませんが、部活動をしながら、趣味に打ち
込みながら難関大学進学を志す生徒は大勢いま
す。私も吹奏楽部の活動をやり遂げて、志望校
合格を勝ち取ることができました。特進コースは
皆さんの ｢学びたい｣｢楽しみたい｣ を同時に叶
えてくれる場所です。皆さんも特進コースで充実
した３年間を送ってみてはいかがでしょうか。

私は部活動に力を入れたいと思いこの学校を
選んだのですが、親身になって教えてくださる
先生方のおかげで、勉強にも力を入れること
ができ、真の文武両道を達成することができ
ました。進学コースは、それぞれの個性を生
かしながら勉強と部活動を両立することができ
ます。また、進学コースは、雰囲気が明るく、
常に笑顔があふれるコースです。担任の先生
の熱心なご指導と仲間たちからの励ましで受
験を乗り越えることができました。

大進コースは勉強と部活動の両立が可能なだ
けでなく仲間想いの生徒が沢山いるコースで
す。私自身、３年間多くの先生方・友人たち
に勉強や部活動、大学入試など様々なところ
で支えてもらい、入試直前まで先生方にご指
導していただきました。そのため、諦めず最
後まで頑張ることができました。３年間支えて
くれた先生方・友人たちのおかげでとても充
実した日々を送ることができました。

アスリートコースでは、高い志を持った仲間が
全国各地から集まっています。週２回の選択実
技もあり、常に競技の専門的な指導を受ける
ことができます。学習面も先生方が丁寧に指
導してくださり、サポート体制がしっかりしてい
ます。競技でも学習面でも目標に向かって真
剣に取り組めた３年間は本当に充実していまし
た。同じ目標を持ち励ましあった大切な仲間
や尊敬できる先生に出会えたことは、自分に
とって一生の宝物です。

宇都宮大学

明治大学

高崎経済大学

1名

5名

群馬大学

青山学院大学

法政大学

群馬県立県民健康科学大学

山梨大学

中央大学

同志社大学

前橋工科大学

群馬県立女子大学

釧路公立大学

学習院大学

芝浦工業大学

金沢美術工芸大学

日本大学

専修大学

成蹊大学

獨協大学

武蔵大学

東洋大学

■ 文教大学
■ 群馬医療福祉大学
■ 共愛学園前橋国際大学
■ 亜細亜大学
■ 神奈川大学
■ 玉川大学
■ 東海大学
■ 北里大学
■ 工学院大学
■ 国際医療福祉大学
■ 武蔵野大学
■ 武蔵野音楽大学
■ 桜美林大学　　　　　その他多数

医療情報学科…… 14名

社会福祉学科…… 11名

健康栄養学科……  6名

看護学科………… 13名

理学療法学科……  4名

子ども教育学科… 12名

生物生産学科……  6名薬学科……………  7名

健康福祉学部
保健医療学部

人間発達学部

農学部薬学部

私立大学

国公立大学

高崎健康福祉大学

6名

4名

1名

5名

1名

1名

1名

2019年度 進路実績

※ 内容は年度により異なる場合があります
※ ２年次、希望制
※ 2020年度は実施しません

 研修先 ： アメリカ合衆国 〈 ワシントン州 / シアトル郊外 〉
 期　間 ： 14日間

 研修先 ： イギリス 〈 カンタベリー / ロンドン / ケンブリッジ 〉
 期　間 ： 11日間

特進コース 2020年３月卒業
飯塚 郁哉さん

（高崎市立佐野中学校出身）

進学コース 2020年３月卒業
中澤 朱友華さん

（高崎市立長野郷中学校出身）

大進コース 2020年３月卒業
内田 瑞基さん

（高崎市立大類中学校出身）

アスリートコース 2020年３月卒業
小林 蓮太さん

（前橋市立第五中学校出身）

名合格

名合格

名合格


