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ごあいさつ　GREETING 教育体制　EDUCATIONAL SYSTEM

本校教育活動の特色　～幅広い学習活動　質の高い学び～

教育目標　EDUCATIONAL TARGET

　本校は群馬大学教育学部の附属中学校として、群馬県はもとより、
日本・国際社会で活躍する人材を多数輩出し、県教育界発展の一翼
を担うと同時に、教員養成の附属学校として、あまたの若き教壇に
立つ教師を育て、今日に至っております。確かな学力を育成する授
業はもとより、生徒が主体となって進める学友会活動、体育大会や
文化祭等の学校行事、部活動などを通して、皆さんが熱くなれる何
かを見つけられる学校。生涯の友をつくり友情を育てられる学校。
皆さんの手で母校を創りあげる学校。これこそが附属中学校の教育
の特色です。学友と豊かに感情を交流させ、感動を全員で分かちあ
い健やかに成長できる学舎で、皆さんをお待ちしています。

学校案内　COLLEGE BULLETIN

　群馬大学教育学部附属中学校は、昭和24年４
月の群馬大学創立時に、群馬師範男子部・女子
部附属が合併し発足しました。同年に学友会が
結成し、学友会会則が成立しました。昭和26年
に群馬大学学芸学部附属中学校、昭和41年には
現在の群馬大学教育学部附属中学校と改称さ
れ、昭和54年に上沖町に移転しました。我が校
は群馬県の県庁所在地である前橋市にありなが
らも、市の中心部より少し北に位置し、たいへ
ん静かで、周り一面に田園の広がる自然豊かな
環境の中にあります。また、校歌にも歌われて
いる赤城山が背後にそびえています。

校長 益田　裕充
2017年４月群馬大学教育学部附属中学校校長就任。
群馬大学教育学部教授、同大学院教育学研究科教授
として学生・大学院生に指導を行っている。

心 豊かに互いを生かす
知性を高め未来を創る
たくましい心と体に育ち合う

共生・創造・健康

01
望ましい生活習慣と

高め合う生活集団の形成

○ 諸規律の励行による規範意識の高い生活集団の形成

○ 班活動、学級活動等を通した豊かな人間関係の醸成

○ 教育相談体制、相談室機能の充実による悩みや不安、
　 いじめ等の早期発見・早期解決

02
学習習慣の形成と
基礎基本の徹底

○ 知識・技能の習得と思考力・表現力の伸長
　 （例）言語能力、数学的思考力、実験・観察の技能、
　　　   英語によるコミュニケーション能力

○ 学習方法、学習習慣の習得
　 （例）家庭学習（課題プリント等）、テスト対策

03

○ 生活や学習場面における協働・創造学習
 　 （アクティブ・ラーニング的視点）

○ グループ活動・学習の場での話合い活動
　 （言語活動）

04
豊かな体験活動の重視生徒同士の学び合いの充実
○ 各教科の学習の中での体験活動
○ 体育的行事（球技大会、体育大会）
○ 文化的行事（弁論大会、文化祭）
○ 旅行・集団宿泊的行事
○ 福祉体験学習
○ 職場体験学習
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本校の特色　SCHOOL FEATURES 進路指導　CAREER COUNSELING

ICT が充実しており、授業や諸活動で活用されています。

【県内国公立】
群馬県立前橋高等学校
群馬県立前橋女子高等学校
群馬県立高崎高等学校
群馬県立高崎女子高等学校
高崎市立高崎経済大学附属高校
群馬県立渋川高等学校
群馬県立渋川女子高等学校
群馬工業高等専門学校

【県内私立】
共愛学園高等学校
前橋育英高等学校
東京農業大学第二高等学校
高崎健康福祉大学高崎高等学校
明和県央高等学校
樹徳高等学校
新島学園高等学校

【県外】
筑波大学附属高等学校
開成高等学校
慶應義塾高等学校
慶應義塾女子高等学校
豊島岡女子学園高等学校
早稲田大学本庄高等学院
本庄東高等学校
佐野日本大学高等学校

高校入試対策特別授業

過去３年間の卒業生の主な進学先

充実した進路指導

生徒用 iPad 40台に加え、各
教室に Apple TV が設置され、
iPad を使った学びや学び合い
が展開されています。学習に深
まりを生み出すことができま
す。

３年生と保護者を対象とした進路講演会
本校卒業生から受験やこれからの人生に向け
たアドバイスをもらうことができます。

東京校外学習での進路研修会
都内の大学に通う本校卒業生から大学での
学びや受験について２年時に学びます。

自習環境の整った進路相談室
３年生のフロアーに高校の過去問題集を閲覧
できるスペースが開放されています。

　群馬大学教育学部国語教育講座の河内昭浩
准教授による、高校入試を見据えた作文や小
論文を書く上で大切なことについて、３年生
全員を対象に特別授業を行っています。昨年
度の群馬県公立高等学校入試の問題を教材に
して、解答の際、基本的に守らなくてはいけ
ない条件だけでなく、よりよい解答にするた
めにはどのような視点が必要かという内容を
詳しく学べます。多くの生徒が苦手と感じて
いる作文と小論文の記述について、意欲的に
学習に取り組むことができます。 講義で使われたスライドの１枚

４ヶ国計11名の留学生が来校
し、自己紹介や母国紹介を行い
ました。国際感覚の醸成と異文
化に対する理解の深化をめざし
ています。

教師一人一人が研究及び研究に
関わる研修を深め、生徒の資質・
能力の向上に努めています。

公 開 研 究 会

自転車実技指導（児童文化センターにて）に加
え、レーシングチームグリフィン様のご協力の
もと、技能講習を校庭で実施しています。

自 転 車 技 能 講 習
全附連・財務省連携の教育プログラム
である特別授業が関東で初めて本校で
行われました。

財政教育プログラム

留学生交流会

毎年本校卒業生も含めて100名
近くの実習生を受け入れていま
す。生徒にとっても良き学びや
良き思い出となっています。

教 育 実 習

Apple TV完備



0504

本校の特色　SCHOOL FEATURES 進路指導　CAREER COUNSELING

ICT が充実しており、授業や諸活動で活用されています。

【県内国公立】
群馬県立前橋高等学校
群馬県立前橋女子高等学校
群馬県立高崎高等学校
群馬県立高崎女子高等学校
高崎市立高崎経済大学附属高校
群馬県立渋川高等学校
群馬県立渋川女子高等学校
群馬工業高等専門学校

【県内私立】
共愛学園高等学校
前橋育英高等学校
東京農業大学第二高等学校
高崎健康福祉大学高崎高等学校
明和県央高等学校
樹徳高等学校
新島学園高等学校

【県外】
筑波大学附属高等学校
開成高等学校
慶應義塾高等学校
慶應義塾女子高等学校
豊島岡女子学園高等学校
早稲田大学本庄高等学院
本庄東高等学校
佐野日本大学高等学校

高校入試対策特別授業

過去３年間の卒業生の主な進学先

充実した進路指導

生徒用 iPad 40台に加え、各
教室に Apple TV が設置され、
iPad を使った学びや学び合い
が展開されています。学習に深
まりを生み出すことができま
す。

３年生と保護者を対象とした進路講演会
本校卒業生から受験やこれからの人生に向け
たアドバイスをもらうことができます。

東京校外学習での進路研修会
都内の大学に通う本校卒業生から大学での
学びや受験について２年時に学びます。

自習環境の整った進路相談室
３年生のフロアーに高校の過去問題集を閲覧
できるスペースが開放されています。

　群馬大学教育学部国語教育講座の河内昭浩
准教授による、高校入試を見据えた作文や小
論文を書く上で大切なことについて、３年生
全員を対象に特別授業を行っています。昨年
度の群馬県公立高等学校入試の問題を教材に
して、解答の際、基本的に守らなくてはいけ
ない条件だけでなく、よりよい解答にするた
めにはどのような視点が必要かという内容を
詳しく学べます。多くの生徒が苦手と感じて
いる作文と小論文の記述について、意欲的に
学習に取り組むことができます。 講義で使われたスライドの１枚

４ヶ国計11名の留学生が来校
し、自己紹介や母国紹介を行い
ました。国際感覚の醸成と異文
化に対する理解の深化をめざし
ています。

教師一人一人が研究及び研究に
関わる研修を深め、生徒の資質・
能力の向上に努めています。

公 開 研 究 会

自転車実技指導（児童文化センターにて）に加
え、レーシングチームグリフィン様のご協力の
もと、技能講習を校庭で実施しています。

自 転 車 技 能 講 習
全附連・財務省連携の教育プログラム
である特別授業が関東で初めて本校で
行われました。

財政教育プログラム

留学生交流会

毎年本校卒業生も含めて100名
近くの実習生を受け入れていま
す。生徒にとっても良き学びや
良き思い出となっています。

教 育 実 習

Apple TV完備


