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令和2年度 学校見学会・相談会等の日程

学校見学会 （中学生・塾関係者対象）
9月12日（土）【10：00～ 11：00 説明会のみ実施】※終了後、個別相談を実施します。
9月 13日（日）【10：00～ 11：00 説明会のみ実施】※終了後、個別相談を実施します。

個別相談会のみ実施

WEB進学相談会
スマホやパソコンを用いて個別に進学相談ができます。詳しくはホームーページをご確認ください。

本校ホームページにて学校案内動画を
視聴することができます。
下のQRコードから直接アクセスできます。
学校行事や部活動について
ご案内しておりますので是非ご覧ください。

入試説明会・個別相談会
受験生・保護者の方を対象に入試問題の解説をし、個別の相談も承ります。
第一回 10月25日（日） 13：00～ 16：00 ／ 第二回 11月8日（日）  13：00～ 16：00 

音楽科　12月   6日（日） 13：30 開演
美術科　12月   4日（金）～ 6日（日）
食物科　12月   5日（土）・ 6日（日）

令和 2年度 卒業発表会

第一回   9月26日（土） ／ 第二回 10月   3日（土） ／ 第三回 10月17日（土）
第四回 10月31日（土） ／ 第五回 11月14日（土）

10：00～ 12：00

学校法人 郡山開成学園

郡山女子大学附属高等学校

郡山女子大学附属高等学校
Koriyama Women’s University Attached High School

SCHOOL GUIDE 2021

普通科 音楽科 美術科 食物科
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※上記お申込み方法については、随時各中学校にお知らせ致します。

期 日：7月6日（月）から実施　毎週月曜日・火曜日（祝日は除く）
時間：ホームページの申込みフォームより、以下の時間帯から選んで申し込むことができます。
　　　❶13：00～14：00　❷14：00～15：00　❸15：00～16：00　❹16：00～17：00　❺17：00～18：00

WEB高校入試合格サポート講座 8月下旬から配信予定

「附属プリンセスの一日」
（高校生活）

「今、附属が輝く！」
（地域貢献・部活動）

「なりたい自分になる」
（学校紹介）



時代の風に柔軟に応えて
その姿を変えていかなければならないものがあります。
その一方で、どれほどの強い風を受けようと
変わってはならないものがあります。

学校法人郡山開成学園は、
74年の歴史の中で先輩から後輩へ
大切に大切に伝統を受け継ぎながら、
その時代にふさわしい教育を
柔軟に取り入れて「躍進」してきました。

郡山女子大学附属高等学校は、
さらなる「躍進」へ向けて歩みを続けています。
大学進学を最大限可能にするカリキュラム、
よりアクティブに一新された装い。
その根底には創立以来変わらず守ってきた
建学の精神が息づいています。

私たちの内にこれからも大切に育んでいきたい
「変わらないもの」と「新たに創りだしていくもの」。

それが郡山女子大学附属高等学校の誇りと魅力なのです。

創造
伝統

と
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尊敬 責任 自由

　学校法人郡山開成学園は、今年、創立74周年を迎えました。
　本学園は女子高等教育の普及向上を目指し、故 関口富左名誉学園長
によって、昭和22年に創設されました。
　「どんな人でも必ずよい特徴がある。そのよさを見いだし、励ますことに
よって、自らめざめ、己を価値ある人として創りだしていく。そのような心の教
育を中心とした学校を創りたい」との想いからでした。
　以来、本学園は「尊敬」「責任」「自由」を建学の精神として、大学院、大
学、短期大学部、附属高校、附属幼稚園を擁し、社会に貢献できる教養あ
る女性の育成に努めています。

故 関口 富左創立者 関口　修学園長

【白光：はっこう】
四季の光を一身に集め、折々の彩りをうつしだす鏡がデザインされ
た『白光』。未来への希望を胸に、生徒一人ひとりが大きな自然の中
の一員であることを認識し、自分自身をみつめ大きく羽ばたいてほ
しいとの願いが込められたモニュメントです。

佐々木 貞子校長
てい   こ

　今年、世界中で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症。誰もが目に見え
ないウイルスを怖れながら、その予防にストレスの多い日々 を過ごしています。このよ
うな苦しい状況下こそ、忍耐と人を思いやる気持ちを持ち、前向きに、ともに乗り越
えていきましょう。
　さて、高校時代は精神的にも身体的にも大きく成長し、人格形成の土台となる大
切な時期にあたります。日々 、授業はもとよりホームルームや委員会・部活動・ボラン
ティア活動などを通して、社会性や集団の中での協調性を身につけながら、自己の
確立に努めていくことになるでしょう。一日一日をていねいに重ねることが大切です。
　｢学ぶ」ということは一生続きます。だからこそ本校では、生徒一人ひとりが自ら考
え、学び続ける姿勢を養い、確かな学力と豊かな教養を備えたプリンセスの育成に

邁進しています。高校時代に勉強を一生懸命やったという記憶が、そして、部活動に熱く取り組んだ想いが、やがての
自分を創る自信になります。何事にも全力で挑戦しましょう。キーワードは「努力」！努力なしで得られるものなどありませ
ん。あなたが、どのような「私を創る」か、自らに問いつつ、明るくのびやかに自己実現をめざす姿を、私たちは応援します。
　中学から高校へ、その環境の変化は自分を大きく変えるチャンスです。なりたい自分になりましょう。
　今、「附属」が輝く！
　夢と希望と誇りを持って、やがて社会に貢献するための今を充実させるよう期待します。

郡山開成学園 建学の精神 本校の目指す生徒像

夏制服 オーバーブラウス（白半袖・セーラー）、プリーツスカート（紺紫チェック）、
カーディガン（白長袖・ＫＧＣロゴ入り）、KGCソックス（白）

冬制服 ジャンパースカート（紺チェック）、ブラウス（ライトブルー長袖・襟カフス白）、
ジャケット（濃紺）、リボン（紺）、KGCハイソックス（紺）※4月～ 5月は白

伝統を引き継ぎながらも凜とした附属高校生を
イメージしたデザインに仕上げました。

健康で明るい清潔な人

物ごとに対して正しい判断のできる人

勤勉で働くことの好きな人

確かな学力の習得、豊かな教養の涵養を通して
真のプリンセスを育てます

大学進学を最大限可能にする
カリキュラムです。

大学教育に足る学びを求めて！
学力の保証

きめ細かな指導を通じ、
生徒一人ひとりの希望進路が

実現できるよう
最大限のサポートをします。

可能性を追求して！
希望進路の実現

国内外の一流の芸術家を招いての
芸術鑑賞講座や、各界の著名な方 を々

招いての教養講座は、
一人ひとりの個性を伸ばし、
感性豊かな女性を育成します。

より広い教養をめざして！
心の教育

創造揺るがぬ信念、強い想い伝統

学園シンボル「めばえ」
学園の歴史と伝統から、新しい時代に向けた学園教
育が芽を出して花を咲かせるようにとの想いが込め
られています。

自己を磨き、輝く女性に自己を磨き、輝く女性に

今、「附属」が輝く！今、「附属」が輝く！
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普通科2年
新方 里桜さん（郡山第一中学校出身）

普通科2年
窪田 晏那さん
（大槻中学校出身）
　私は保育士になるという夢を実現
させるために特別進学クラスに入学
しました。授業の進度が速く、試験問
題の難易度も高いものがあります。
ですからしっかりと自宅学習を充実さ
せ、さらに先生方から効果的なアドバ
イスをいただいて、学力の向上に努
めています。部活動との両立も果た
すべく日々努力しています。

普通科3年
青島 美空さん
（福島第三中学校出身）
　本校には、「なりたい自分になる」た
めの環境が整っています。先生方は私
たち一人ひとりに希望進路実現のた
め、親身になって手厚いサポートをして
下さいます。この環境の中で、日々仲
間たちと切磋琢磨しながら、目標を持っ
て学習・部活動に励んでいます。今、私
は将来に向けてさらに自分自身を磨き、
充実した高校生活を送っています。

　高校時代は、新体操の練習と勉学の両立に
努めていました。３年次の受験対策では、担任
の先生をはじめ多くの先生方に課題を出してい
ただき、集団討議の練習もしていただきました。
そのおかげで希望の進路に進むことができまし
た。今は大学で、国際社会の問題点を研究しな
がら、英語・中国語などの語学の学習にも取り
組んでいます。

１年次は基礎固め、

２・３年次は

希望進路に分かれて

さらに可能性を追求！

１年次は共通のカリキュラムで
全教科を幅広く学習し、
２・３年次は将来の目標実現のため、
それぞれの個性や能力に応じた
学習を行います。

普通科

夢に向かって次のステップへすすむ卒業生夢に向かって次のステップへすすむ卒業生

目標の実現のため基礎学力をつけるカリキュラム目標の実現のため基礎学力をつけるカリキュラム

１年次

2年次

Ⅰ型

単位数

Ⅱ型

3年次

Ⅰ型

Ⅱ型

305 10 15 20 25

国語総合⑤

日本史B④

世界史Ｂ④

世界史Ａ②

政治経済② 数学Ⅱ②

数学Ⅱ② 体育②

体育②生物④

選択科目②

政治経済②

現代社会②地理A②

生物基礎② 家庭総合②

家庭総合②

現代文B③
古典B③

現代文B③
古典B②

現代文B②
古典B②

現代文B③
古典B②

科学と
人間生活②

化学基礎②

科学と
人間生活②

生物基礎②
化学④

体育③
保健①

体育②
保健①

体育②
保健①

芸術②
音楽Ⅱ 美術Ⅱ
書道Ⅱ

芸術②
音楽Ⅰ 美術Ⅰ
書道Ⅰ

コミュニケーション英語Ⅰ③
英語表現Ⅰ②

コミュニケーション英語Ⅱ④
英語表現Ⅱ③ 家庭総合② 社会と

情報②

コミュニケーション英語Ⅱ③
英語表現Ⅱ②

コミュニケーション英語Ⅱ②
英語表現Ⅱ②

コミュニケーション英語Ⅱ③
英語表現Ⅱ②

社会と
情報②家庭総合②

数学Ⅰ④
数学Ａ②

数学Ⅱ④
数学Ｂ②

数学Ⅲ⑤、
応用数学ⅠＡ③・応用数学ⅡＢ②
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VOICE 在校生からのメッセージ在校生からのメッセージ

宇都宮大学国際学部 2年
中倉 桜都さん（郡山第三中学校出身）

平成29年度卒

　附属高校は自分が本当にやりたいことを見
つけられる場所です。勉学と部活動の両立が
苦しい時もありましたが、そのような時は先生方
が学習に十分な時間がとれるように、夜間や休
日にまでその場を設けて下さいました。私はこの
ようなサポートのおかげで、希望の大学に入学
することができ日々充実した学生生活を送って
います。

早稲田大学社会科学部 3年
橋本 美久さん（大槻中学校出身）

平成29年度卒業

　大学に進学して幅広い知識を習得したいと
考えていた私は、高校では部活動のみならず学
習にも力を入れました。授業に最大限集中し、
授業の中で全てを覚えてしまう気持ちで努力し
ました。その努力と先生方のサポートにより、大
学は志望校に合格することができました。今は
地域文化や芸術とより深く触れ合うための方
策について学んでいます。

青山学院大学総合文化政策学部 4年
目黒 安希さん（郡山第二中学校出身）

平成28年度卒業

　部活動では主将としてたくさんの経験をし、人
として大きく成長することができました。勉学に
おいてはわからない所はそのままにせず、必ずそ
の日の内に先生方に質問する努力をしました。
そのような習慣が実り、また、先生方の熱心なご
指導もあって、志望大学に入学することができ
ました。大学では、福島の発展に役立つ仕事に
就けるよう、様々な知識を身につけたいと考えて
います。

立教大学経済学部 4年
鯉渕 瑞希さん（いわき中央台南中学校出身）

平成28年度卒業

情報

家庭総合

化学



7 8

附属高校の学びは、

一人ひとりの進路実現を

強力にサポートします。

そのため、1年次から特別進学と

総合進学にクラス分けをします。

附属高等学校の学び

普通科
自主学習をサポートする自学自習室を完備自主学習をサポートする自学自習室を完備

自学自習室を利用して、放課後、自主学習をしたり、
担当教員より個別学習指導を受けることもできます。

I C T教材「スタディサプリ」の活用ICT教材「スタディサプリ」の活用

　本校では生徒個々がリーダーとしての自覚と意欲を
高め、主体的に「私を創る」環境作りに努める態度を
育成するため「リーダー講習会」を実施しています。
　月に一度生徒会役員や学級委員、部活動の部長など
が集まり、様々な題材について討議をし、生徒個々に
何ができるかを追求し、実行に移していくための学び
の場です。

　郡山女子大学の施設における大
学・短大の授業を、高校１年次から
３年次の間に何度も受講することが
できます。そこで学んだことが大学
入試の対策にも活かされます。

デジタル教材「スタディサプリ」を用いて、大手予備校の名物講師の授業を
学校や自宅、その移動時間で視聴でき、部活動や習い事をしながら希望進
路の実現を目指します。また、JAPAN e-Portfolioに対応し、個々の学校生
活の活動状況を逐次記録することができ、様々な入試制度に対応します。

少人数教育で、先取り授業に特化したクラスです。
放課後補習も実施しますが、
部活動に所属するのも可能です。

バランスのとれた学校生活を送りながら
国公立大学などワンランク上の

進学を目指します。

特別進学クラス
教育改革の中、大学入学共通テストに

対応できる学力と問題解決力、発信力を育てます。
一人ひとりの希望進路に合わせて幅広く
柔軟な学びをサポートします。
　２年次からはⅠ型（文系）と
Ⅱ型（理系）に分けられます。

総合進学クラス

高大連携授業

リーダー講習会

タブレットを使った学習も行います。
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音楽科1年
渡邉 優花さん（大玉中学校出身）

音楽科2年
澤田 百佳さん
（喜久田中学校出身）
　音楽科では自分の専攻楽器だけでなく、副
科実技や合奏などで様 な々楽器に触れること
ができます。また、個人レッスンでは各楽器の
専門の先生からご指導いただけるので、３年
間で大きく専門性を伸ばすことができます。私
はマーチングバンド部に所属し、音楽科での
活動と部活動との両立を頑張っています。同
じ音楽を学ぶ仲間達と、それぞれの目標に向
かってお互いを高め合える毎日を過ごせるの
は、ここでしか味わえないことだと感じています。

音楽科3年
櫻井 美歩さん
（郡山第一中学校出身）
　音楽科では自分の専攻楽器ごとに個人
レッスンがあり、マンツーマンでレッスンをして
いただけるので自分にあったペースで学習
を進めることができます。先生方はとても丁
寧に分かりやすく教えてくださるので演奏技
術をどんどん向上させることができます。ま
た、音楽科３学年合同の授業では、他学年
と協力しながら音楽を作り上げていくことが
とても楽しいです。音楽科は充実した環境
の中で自分を伸ばすことのできる学科です。

夢は音楽家？

それとも幼稚園教諭？

技術や感性を伸ばそう！

一人ひとりが自分の目標のもとに
「音楽性」を高め、
音楽的表現や技術を学びます。
歌が好き。ピアノ演奏がしたい。
楽器が得意。
自分の特技を伸ばしましょう。

音楽科

夢に向かって次のステップへすすむ卒業生夢に向かって次のステップへすすむ卒業生

目標の実現のため基礎学力をつけるカリキュラム目標の実現のため基礎学力をつけるカリキュラム

VOICE 在校生からのメッセージ在校生からのメッセージ

　高校では、専門的な科目の多い音楽科で先
生方の熱心なご指導の下、ピアノの技術を磨く
ことに力を入れました。また、音楽理論や音楽
史を学ぶことで曲の成り立ちや時代背景を考
えるようになったことは大きな変化だと思います。
大学では高校で培った知識・技術を基にピアノ
コンクールに挑戦しつつ、教員になることを目指
して勉学に励んでいます。

福島大学人間発達文化学類 3年
中谷 仁絵さん（安積中学校出身）

平成29年度卒業

　音楽科で過ごした３年間は、私にとって大き
な財産となりました。自分の音楽性を高めるた
めには、音楽と真剣に向き合い努力することが
何よりも大切だと学び、大きく自分を成長させる
ことができました。将来は、子ども達に音楽の素
晴らしさや楽しさを伝えることのできる教師にな
りたいと考えているので、附属高校で培った経
験を糧に更に成長していきたいと思います。

宮城教育大学教育学部 １年
長谷川 瑠海さん（行健中学校出身）

令和元年度卒業

クラリネット

声楽

ヴァイオリン

サックス

トローンボーン

ピアノ

１年次

2年次

3年次

単位数 305 10 15 20 25

国語総合⑤

地理Ａ②

世界史Ａ②

数学Ⅰ④現代社会②

生物基礎② 家庭基礎②

科学と
人間生活②

数学Ａ②

体育②

【専門科目】
音楽理論①、演奏研究①、ソルフェージュ②
器楽・声楽Ａ②、器楽・声楽Ｂ①、合奏①

【専門科目】
音楽理論①、音楽史②、演奏研究①、ソルフェージュ②

器楽・声楽Ａ②、器楽・声楽Ｂ①、合奏①
現代文B③

現代文B③
古典Ａ③

体育③
保健①

体育②
保健①

コミュニケーション英語Ⅰ⑤

コミュニケーション英語Ⅱ④

コミュニケーション英語Ⅱ③
英語表現Ⅰ③

総
合
的
な

探
究
の
時
間

L
H
R

【専門科目】
　音楽理論①、演奏研究①、ソルフェージュ②
器楽・声楽Ａ②、器楽・声楽Ｂ①、合奏①

総
合
的
な

探
究
の
時
間

L
H
R

総
合
的
な

探
究
の
時
間

L
H
R

社会と
情報②



卒業作品展
クラフトデザイン

美術概論

専門的な創造学習を

通して、美の感性を

高めよう！

一人ひとりが自分の目標のもとに
美的感覚を高め、
表現・技術を学びます。
絵を描くのが好き。もの作りがしたい。
制作を通して自分らしさを見つけ
伸ばしましょう。

11 12

美術科1年
坂野 円花さん（富田中学校出身）

美術科2年
石川 理菜子さん
（郡山第五中学校出身）
　美術科では、絵画やデザイン等
のさまざまな授業を通して、美術に
関する知識を深めることができます。
将来、美術関係の仕事に就きたい
と考えている私にとっては、将来に
ついて語り合う仲間や、気軽に相
談できる先生方に囲まれている環
境が、美術科の魅力です。

美術科3年
中畠 凜乃さん
（郡山第七中学校出身）
　私は、美術科選択授業で油彩
画を専攻しています。作品制作を
通して、作品が完成した時の達成
感や、作品を鑑賞していただけた
時の喜びを、日々受けとめています。
私はこれからもずっと美術を続けて
いきたいと考えています。私たちと
一緒に美術科で学んでみませんか。

美術科

夢に向かって次のステップへすすむ卒業生夢に向かって次のステップへすすむ卒業生

目標の実現のため基礎学力をつけるカリキュラム目標の実現のため基礎学力をつけるカリキュラム

VOICE 在校生からのメッセージ在校生からのメッセージ

　私は幼い頃から絵を描くのが好きだったので、
美術科に進学しました。美術科では、絵画作り
の土台となる基礎デッサンやエスキース（スケッ
チ）の重要性、課題に最後まで粘り強く向き合
うことの大切さを学びました。また、先生方の真
剣なご指導、個性溢れるクラスメイトのお陰で、
人間性も養えました。

平成29年度卒業

　私は現在、女子美術大学大学院で日本画を
研究しています。私は附属高校の美術科で、絵
の基礎となる技術を教わったばかりでなく、心も
育ててもらったように思います。絵を描き続ける
には、自分自身が感じたり考え抜いたりする力
が必要です。附属高校は自由で想像力豊かな
生徒を受け入れ、絵を描く上で重要な心を大事
に育ててくれることと思います。豊かな心身は、
創造する喜びをもたらしてくれると、今、私自身
が実感しています。

女子美術大学大学院 2年
太田 美歌さん（矢吹中学校出身）

平成25年度卒業

日本画

三穂田町川田地内 学園実習田の看板制作

校外学習

素描

コンピュータやドローンを使った映像表現の学習も行っています。

生徒作品

3年　菅野 未空さん
（須賀川第二中学校出身）

明るい選挙啓発ポスターコンクール・
最優秀賞

【平成30年度卒業】
小林 瑠菜さん（大槻中学校出身）

油彩画

国語総合⑤

地理Ａ②

世界史Ａ②

数学Ⅰ④現代社会②

数学Ａ②

【専門科目】
美術概論②、素描②、構成②、絵画②

【専門科目】
美術史②、素描②、絵画②、ビジュアルデザイン②、クラフトデザイン②

【専門科目】
美術史①、素描②、絵画・ビジュアルデザイン・クラフトデザイン⑤

現代文B③

現代文B③
古典Ａ③

コミュニケーション英語Ⅰ⑤１年次

2年次

3年次

単位数

体育③
保健①

総
合
的
な

探
究
の
時
間

L
H
R
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合
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な
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究
の
時
間

L
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な
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究
の
時
間

L
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生物基礎② 体育②
保健① コミュニケーション英語Ⅱ④ 家庭基礎②

科学と
人間生活② 体育② コミュニケーション英語Ⅱ③

英語表現Ⅰ③
社会と
情報②

305 10 15 20 25

東北芸術工科大学 ３年
　西 由佳さん（猪苗代中学校出身）



13 14

食物科3年
舟橋 静さん（安積中学校出身）

食物科2年
山崎 菜々実さん
（伊奈東中学校出身）
　私の夢は、食の知識を持った子
どもと関わることのできる保育士に
なることです。そのため、卒業時に国
家資格である調理師免許の取得で
きる食物科に入学しました。食物科
は調理実習や就労体験を通して食
の知識や技術、衛生面などの専門
的なことを幅広く学ぶことができ、楽
しみながら毎日を過ごしています。

食物科3年
宮田 佳奈さん
（岩江中学校出身）
　食物科は「食」について専門的
に学習する学科です。私たちは調
理技術の向上だけでなく食物科な
らではの田植えや稲刈りといった
就労体験を通して仲間と切磋琢
磨しています。将来、病院や事業
所などの管理栄養士になりたいと
いう夢の実現のため充実した日々
を送っています。

食は生命、

すべての始まり。

食の専門家の道を拓こう！

一人ひとりが自分の目標のもとに「食」を学び、
３年間で調理師免許が取得できます。
専門的な知識を習得し、
高度な調理技術・技能を伸ばし、
食文化の継承者として地域社会に
貢献する食のスペシャリストをめざしましょう。

食物科

夢に向かって次のステップへすすむ卒業生夢に向かって次のステップへすすむ卒業生

目標の実現のため基礎学力をつけるカリキュラム目標の実現のため基礎学力をつけるカリキュラム

VOICE 在校生からのメッセージ在校生からのメッセージ

　私は福島の食と農業を学ぶため、食農学類
に進学しました。写真は大学の作業着で、色を
自由に選ぶことができます。

　　慣れない農業実習は大変ですが、食
物科で3年間培った体力と仲間とのコ
ミュニケーション能力を活かしながら、
日々、楽しく取り組んでいます。

福島大学食農学類 2年
阪谷 うるさん（バンコク日本人学校出身）

平成30年度卒業

　私は大学で管理栄養士の資格を取得する
ための勉強をしています。大学の授業や実習で
は、高校で学んだ知識や調理技術がとても役
に立っています。将来は、自分が思い描いてい
る目標があるので、その実現のために資格取得
を目指し、勉学に励んでいきたいと思います。

新潟医療福祉大学健康科学部 4年
菊地 未来さん（柳津中学校出身）

平成28年度卒業

卒業作品発表会
生徒作品

令和元年度卒業　矢部 若菜さん（片平中学校出身）
インスタントラーメンオリジナル料理コンテスト
2019全国大会　入賞

１年次

2年次

3年次

単位数

地理Ａ②

世界史Ａ②

数学Ａ②

体育③
保健①

体育②
保健①

総
合
的
な

探
究
の
時
間

L
H
R

総
合
的
な

探
究
の
時
間

L
H
R

総
合
的
な

探
究
の
時
間

L
H
R

生物基礎②

科学と
人間生活② 体育②

数学Ⅰ④現代社会②国語総合③

国語総合③

現代文A③

化学基礎② コミュニケーション
英語Ⅰ③

【専門科目】
調理理論②、調理実習③、栄養③、食品②

コミュニケーション
英語Ⅱ② 家庭基礎② 【専門科目】

食文化①、調理理論③、食品衛生⑤、総合調理実習③

美術Ⅰ② コミュニケーション
英語Ⅱ③

社会と
情報②

【専門科目】
生活産業基礎①、課題研究②、調理実習⑥、公衆衛生③

305 10 15 20 25

コンクール受賞実績

食物科で取得可能な資格
● 調理師免許（国家試験免除）
● 専門調理師学科試験免除（技術考査合格者）
● 食育インストラクター
　食物科では、日本料理・西洋料理・中国料理の講師に郡山
ビューホテルで料理長を務められた方を迎え、プロの技術を学
びます。



Active in each course

① ③②

15 16

音楽科 食物科

美術科

各科での活躍特色豊かなそれぞれの道でがんばる生徒たち特色豊かなそれぞれの道でがんばる生徒たち

インスタントラーメンオリジナル
料理コンテスト2020全国大会

ミートデリカコンテスト定期演奏会 卒業演奏会

中学生が料理に挑戦！　チャレンジ☆クッキング

▲  美術科2年
 我妻 沙弥さん
 （石川中学校出身）
第14回西会津国際芸術村2019
青少年の部　佳作

③美術科2年
 德田 葉月さん
 （郡山第一中学校出身）
優良賞

①美術科3年
 加澤 くるみさん
 （須賀川第二中学校出身）
最優秀賞

②美術科2年
 佐藤 桃夏さん
 （郡山第一中学校出身）
優秀賞

▲  食物科3年 新田 奈美さん（行健中学校出身）
「タイ風うま辛！オムパッタイ」　入賞

▲  食物科3年 安齋 郁美さん
　（郡山第二中学校出身）
全国大会　参加賞

令和元年度卒業 ▲

大山 愛未さん  
 （行健中学校出身） 

日本画 『親友』

Competition

Bouldering

商品開発
プリンセスハンバーグ《ふくしま産業賞 学生奨励賞》プリンセスハンバーグ《ふくしま産業賞 学生奨励賞》

2019年度
明るい選挙啓発
ポスターコンクール

2019年度
明るい選挙啓発
ポスターコンクール

JA福島さくらとの連携教育JA福島さくらとの連携教育

中学校における
巡回演奏会
中学校における
巡回演奏会

ふくしま応援シェフとのコラボレーションによる
新メニュー開発
ふくしま応援シェフとのコラボレーションによる
新メニュー開発

田植え
（5月20日）

稲刈り
（10月2日）

しめ飾りづくり
（11月22日）

さつまいも定植
（6月7日）

さつまいも・大豆の
栽培

滝口 萌さん（普通科2年／郡山第六中学校出身）

第74回国民体育大会 スポーツクライミング競技
少年少女ボルダリング 第3位



卓球部

新体操部

剣道部

テニス部

陸上競技部

ハンドボール部

弓道部

●令和元年度 福島県高等学校新人体育大会
　団体第1位／個人総合第2位
●令和元年度 東北高等学校新体操選抜大会
　団体第3位／個人総合第10位

渡邉 美理彩さん渡邉 美理彩さん
（普通科2年／郡山第三中学校出身）

●令和元年度 東北高等学校卓球選手権大会 学校対抗 第5位
●令和元年度 福島県高等学校新人体育大会 ダブルス 第3位
●令和元年度 東北高等学校選抜卓球大会 学校対抗 出場

樫村 朱里さん樫村 朱里さん
（普通科2年／国田義務教育学校出身）

17 18

●令和元年度 全国高等学校総合体育大会 出場
●令和元年度 春の高校バレー全国大会 出場
●第17回 2020全日本ジュニアオールスタードリームマッチ 出場

本田 凜さん
（普通科2年／滝根中学校出身）

● バレーボール部　● 卓球部
● テニス部　● 新体操部
● 陸上競技部　● 剣道部
● 弓道部　● ハンドボール部

運動部

部活動
仲間とともに

全力で取り組む

数々の実績と高い知名度を誇る
附属の部活動。
運動部・学芸部合わせて
その選択肢は18。
自らの可能性と向き合い、
仲間との絆を深める
熱いステージが、ここにあります。

●令和元年度 東北高等学校ハンドボール選手権大会 第2位
●令和元年度 全国高等学校総合体育大会 出場
●令和元年度 全国高等学校ハンドボール選抜大会 出場

岩谷 香澄さん
（普通科3年／石川中学校出身）

バレーボール部



Club Activities

● 合唱部　● 演劇部　● 美術部
● 科学部　● 書道部　● 華道部
● 茶道部　● 英語部　● 放送部
● マーチングバンド部

学芸部

● バレーボール部　● 卓球部
● 新体操部　● ハンドボール部
● 剣道部　● マーチングバンド部

19 20

演劇部

美術部

放送部

英語部

書道部

華道部

科学部

茶道部

合唱部マーチングバンド部令和元年度 マーチングステージ全国大会 優秀賞・講評者特別賞

令和元年度 全国大会出場



International Exchange

21 22

増子 三寿 さ々ん（普通科3年／郡山ザベリオ中学校出身）

永遠瑠（とわり）・マリールイズさん
「NPO法人ルワンダの教育を考える会」理事長

マニ・マーティンさん
（ルワンダの国民的アーティスト）

　アメリカ合衆国ハワイ州オアフ島での研修を行います。
　オアフ島での異文化体験、ハワイ大学での授業参加、現地の
人 と々の交流、平和学習など、異文化に直に触れることでグロー
バルな感覚を養います。
※新型コロナウイルスの終息状況により、日程を変更する場合があります。

令和2年11月24日～11月28日（3泊5日）

2年生全員参加

2019カナダ・マニトバ学生招待交流

ロータリークラブ メキシコ交換留学プログラム

修学旅行はハワイへ 海外への留学体験

本校への留学生

本校における国際交流多様な文化に触れ、学ぶ多様な文化に触れ、学ぶ

メキシコ（チワワ州）

様々な交流

2019年7月 2019年7月

2018年8月～2019年7月

アメリカ（ロサンゼルス／カリ
フォルニア州）

ドイツ

ラオスからの留学生

【写真：左から2人目】

【写真：左端】

　私は昨年、メキシコ北部のチワワ州という地区の高校で、約１年間の留学を体験しました。
留学生には私以外にも、トルコ人、フィンランド人、インドネシア人、スロバキア人など国際色
豊かな人たちがいて、楽しい日 を々過ごすことができました。彼らとの一番の思い出は、２週間
かけてメキシコ南部に旅行に出かけたことです。彼らとの交流を通して、様々な文化の違いや
価値観を学ぶことができました。

Chitanong Phantharath　  
（通称ウム）さん

2019年8月～2020年3月

【写真：最前列右端】 【写真：最前列左から3人目】

　アジア高校生架け橋プロジェクト生として、昨
年９月から今年の３月まで、ラオスから本校にやっ
てきました。通常の授業に参加して日本語や日本
文化を学び、日本語検定４級を取得して帰国しま
した。放課後は剣道や弓道といった武道を学んだ
り、英語部員としても活動しました。

原 渚桜さん（普通科2年／郡山第七中学校出身）

2019 ベネッセ トビタテ！留学JAPAN
2019年7月14日～7月28日

【写真：中央】

　私は今回、「日本人と外国人の価値観・感受性の違いを学ぶこと」をテーマにこのプログ
ラムに参加しました。カリフォルニアのラバーン大学で午前中は英語を学び、午後は様々な
催し物に参加しました。また、週末はホストファミリーと共に過ごすことで、アメリカの文化を肌
で感じることができました。また、この研修で柔軟な思考を持つことの大切さも学びました。

松本 愛由さん（普通科2年／行健中学校出身）

2019 福島・ドイツ高校生交流プロジェクト
2019年8月3日～8月17日

　「福島を伝え、再生可能エネルギーを学ぶ福島・ドイツ高校生交流プロジェクト」
に参加しました。ドイツの生活に触れながら、現地の高校生に東日本大震災の体
験や現状について伝えるとともに、再生可能エネルギーについて学びました。この
プログラムに参加して、自らの意見を持つことや何事にも挑戦することの大切さを
学びました。

チッアノン　　　　　パンタラッ



　本校では、一人ひとりの希望進路に合わせた、きめ細やかな支援を行っています。近年は国公立大学への志願者が増え、
難関校への合格者も出ています。普通科・音楽科・美術科・食物科を擁する本校では、その専門性を磨きＡＯ入試や推薦入
試を利用して希望進路を実現することができます。また、部活動における実績を強みとして、スポーツ推薦入試等に挑戦する
ことも可能です。それぞれが持つ能力を最大限に活かし、希望進路の実現を目指します。

◎おもな大学合格実績
［国公立］
●

●

●

●

東京学芸大学 教育学部
福島大学 行政政策学類
福島大学 人間発達文化学類
福島大学 食農学類

●

●

●

●

都留文科大学 文学部
横浜市立大学 国際総合科学部
宇都宮大学 国際学部
宮城教育大学 教育学部

［私　立］
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

郡山女子大学
早稲田大学 社会科学部
立教大学 経済学部
青山学院大学 総合文化政策学部
東洋大学 文学部
駒澤大学 文学部／法学部
駒沢女子大学 看護学部／人間総合学類
日本体育大学 体育学部
玉川大学 芸術学部
神奈川大学 経済学部
拓殖大学 国際学部
東海大学 文学部／法学部／工学部
鎌倉女子大学 家政学部
群馬医療福祉大学 社会福祉学部
東北福祉大学 総合福祉学部／教育学部
東北学院大学 経済学部／文学部／法学部／教育学部
宮城学院女子大学 教育学部／生活科学部
仙台大学 体育学部

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

日本大学 工学部
東京工芸大学 芸術学部
東京工科大学 応用生物学部
東北芸術工科大学 芸術学部
東京造形大学 造形学部
国立音楽大学 音楽学部
武蔵野音楽大学 音楽学部
洗足学園音楽大学 音楽学部
桐蔭横浜大学 法学部
文教大学 教育学部
大妻女子大学 人間関係学部
群馬パース大学 保健科学部
女子美術大学 芸術学部
東京音楽大学 音楽学部
京都外国語大学 外国語学部

第一志望宣言
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教養講座、キャリア教育講座、国際交流講座

　2年生が校長や学年主任、進路指導部長など
と面談し、第一希望を宣言することで進路や受
験への自覚を深めます。

高大連携教育
　高校在学中に毎年数回、郡山女子
大学教授による様々な授業を受講する
ことができます。幅広い視野に立った
研究に触れることで、学習意欲と大学
への進学意欲を高める契機とします。

SDGsと本校の取り組み

進路別説明会、
職業講話

　3年生による合格体験講
話や社会で活躍している卒
業生の話を聴くことで、自
分の進路について具体的
に考えます。

　様々な分野の著名人の講演を聴き、教養を高め、進路選択の幅
を広げます。平成28年度から科学振興機構によるサイエンスキャ
ラバンを年3回実施、また、国際交流講座などの講演会がありま
す。

　新聞コラムを活用した学習により、
時事問題や文章構成力を学ぶほか、社
会への関心を高め、進路についてさら
に考えを深めます。

総合的な探究の時間の活用 ー本校カリキュラム・マネジメントの軸となる学習ー
自ら問いを見いだし探究する力を育成しています。

サイエンスキャラバン
　サイエンスキャラバンは、被災地発
のイノベーション創出に寄与することを
目指し、科学技術振興機構(JST)が
2016年より実施している事業です。
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キャリア教育
本校では、自分らしい将来像を設計できるよう、
多彩なプログラムを実施しています。

進路状況について

他

　Sustainable　Development　
Goals（持続可能な開発目標）の略称で
す。
　2015年9月の国連サミットで採択され
たもので、環境や人権に配慮しながら持
続可能な社会の発展を目指すものです。
本校では、総合的な探究の時間を利用
し、SDGsへの理解を深め、高校生の視
点で新たな提言を行うために学習してい
ます。
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　高校時代に芸術鑑賞講座を通して得た感動は、現在の
私の舞踊家としての原点でもあると感じています。また、新
体操部員として競技活動に燃えた日々は、とても充実して
いました。
　今、思い起こせば、「高校生活に悔いなし」と言えます。

大木 恭子さん

日本舞踊藤蔭流師範
郡山女子大学附属高等学校
同窓会会長
昭和46年度卒業

本校での学びを経て夢や目標を見つけた卒業生。学生時代、現在、そして将来の展望などを語っていただきました。
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　集会で名誉学園長先生が「頑張らなくていい、素直に
謙虚で一生懸命やれればいい」と話したことが、今も仕事
に活きています。現在は「おとぎの宿米屋」の常務取締役
おかみとして、社長と二人三脚でホテル経営に携わってお
ります。震災以降、お客様に提供する食の肥料から見直し、
無農薬無肥料の食材、調味料等をつかった料理の提供に
努めています。

有馬 みゆきさん

おとぎの宿米屋
常務取締役
昭和54年度卒業

　私は美術が好きで入った美術科で、デッサン・デザイ
ン・工芸など幅広い分野を学び、同じ目標を持った友人や
熱心な指導をして下さる先生方と出会うことができました。
　現在は教員として、自分が味わった創造活動の喜びを、
生徒に伝えられるよう日々奮闘しています。

薄葉 美代さん

相馬市立向陽中学校
教諭

平成14年度卒業

　音楽科で過ごした３年間、専門的な知識や技術を学ぶ
ことができ、それが現在、教科指導や部活動指導に活かさ
れています。レッスンや演奏会を通して達成感を味わい、自
分自身を成長させることができました。

國分 愛里さん

塙町立塙中学校
教諭

平成14年度卒業

　先輩が、学業と部活動の両立が出来ているのを知り、附
属高校に入学しました。私も文武両道を目標に３年間を
過ごし、その後は東京女子体育大学へ進学することがで
きました。新体操部で学んだ精神力や上下関係は大学や
社会に出てからも活かされています。
　現在も体を動かしながら子ども達と関われる仕事がで
きて幸せです。

宗像 若菜さん

「ぼくらはふくしまキッズマン」
振付け・ダンス担当
平成15年度卒業

　音楽科では授業やレッスンを通して、音楽の基礎的な
技術や演奏法を学ぶことができ、今も生徒に音楽を教え
る上で、とても大切なベースとなっています。
　私は現在、特別支援学校に勤務しています。障がいのあ
る子ども達が通う学校で、音楽を通して子ども達の生活が
より明るく豊かなものになるよう、日々探究しています。

佐藤 唯さん

福島県立いわき支援学校
教諭
平成21年度卒業

 高校生活で学んだ忍耐力やコミュニケーション力、時間
の使い方などが、公務員としての業務に非常に役立ってい
ると思います。また、新体操部で学んだ表現力・想像力が
設計業務を行う上でプラスとなっています。

岸 宜子さん

郡山市役所
職員

平成15年度卒業

　附属高校は情操教育の行き届いた高校であり、あいさ
つや身だしなみなど礼儀作法の習得や制服の美しい着こ
なしなど、今でも役に立つことばかりで、卒業生として誇ら
しく思います。また、芸術鑑賞講座や教養講座など世界の
一流に触れる機会を、多感な時期に体験できたことが今
の自分を支えていると思っています。

渡辺 いづみさん

旅館山水荘
専務取締役

昭和53年度卒業

　私は音楽が好きで、特技であるピアノの技術を伸ばした
いという気持ちから附属高校音楽科を選びました。素晴
らしい先生方のご指導のもと、丁寧なレッスンをしていた
だき、基礎的な演奏技術を学ぶことができました。また、部
活動では最後まで諦めないという気持ちを持つことがで
きました。
　今では幼稚園教諭として、大好きな音楽を取り入れた
遊びを行いながら、子ども達と楽しく過ごしています。

尾形 恵理香さん

安積幼稚園
教諭

平成25年度卒業

　美術科で学んだデッサン、絵画などの技術や基礎知
識は、自分の手で描き発想を形にすること、よく観てきち
んと測ることの大切さを教えてくれました。
　コンピュータを使うデザインでも、日々活かされてい
ます。

影山 美沙さん

東洋特殊印刷
デザイナー

平成25年度卒業

　教師を志望した理由は、高校時代に出会った先生方の、
生徒に寄り添った指導や支援が嬉しかったからです。現在
は先生方から学んだことを活かし、子供たちを第一に考え
ながら、楽しく充実した教員生活を送っています。

萱野 愛佳さん

横浜市立馬場小学校
教諭
平成25年度卒業

　私は現在、管理栄養士として病院に勤務しています。食
物科で学んだ食に関する知識や調理技術は、管理栄養士
として働くうえで欠かせないものとなっています。3年間で
得た経験を活かし、これからも頑張ります。

清野 春菜さん

針生ヶ丘病院
管理栄養士
平成23年度卒業

C A S E1 C A S E2

卒業生のメッセージ「私らしさ」を見つけて活躍する先輩たち「私らしさ」を見つけて活躍する先輩たち
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　高校時代はすばらしい記念講堂で、芸術性の高いもの
に触れた経験が、今の仕事に活かされています。また演劇
部の活動を通して育んだ友情は人生の宝です。現在は
160年以上続く和菓子店を継ぐ決意をし、４年間奈良で
修行した後、6代目として勉強の毎日です。

渡邉 史絵さん

（株）玉家玉振堂
監査役

平成6年度卒業
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　高校での３年間は新体操部に所属し、福島国体で活躍
することを目指して練習する毎日でした。やりたいことを思
いきりできる学校で、高校生活の中で様々なことを学びま
した。現在は健康教室のみならず、大学で体育の授業を教
えたり、病院で運動療法の指導もしています。

二瓶 美智子さん

健康教室マックス代表
日本大学工学部非常勤講師
郡山女子大学附属高等学校
同窓会副会長

平成7年度卒業

　高校生活ではあいさつの大切さを学びました。何気な
い日々の習慣ですが、社会人になり気持ちの良いあいさつ
は人間関係を深める大切なことだと身にしみて感じまし
た。関わって下さるたくさんの方々とのご縁を大切にして、
これからも精進していきます。2019-20season Vリーグ
では優勝することができました。附属高校バレーボール部
のご活躍をお祈りします。

目黒 優佳さん

女子バレーボール
Vリーグ
JTマーベラス所属

平成25年度卒業

　高校時代は部活動や勉学、さらには学校行事などそれ
ぞれを通して多くの嬉しさや悔しさを体験し、様々なこと
を学ぶことができました。また、芸術鑑賞講座では一流の
芸術に触れることで感性を磨くこともできました。それら
の体験の一つ一つが、今の教員生活に日々活かされてい
ます。

栁沼 希さん

神奈川県立秦野曽屋高等学校
教諭

平成19年度卒業

　図書館の先生に憧れて短大文化学科に入ることを目標
に附属高校に入学しました。高校では個性を伸び伸びと
発揮することができ、弓道部では他校との交流の中でコ
ミュニケーション力を身につけました。現在は、大山忠作
美術館の学芸員をしています。

東前 智恵さん

二本松市市民交流センター
大山忠作美術館
学芸員
平成12年度卒業

　高校では素晴らしい先生方や友人に恵まれ、学業・部
活動・生徒会活動に取り組み、充実した３年間を過ごしま
した。特に剣道部で学んだ礼儀・精神力は今の仕事に活
かされています。
　東日本大震災を経験したことから消防官を目指し、今
はその目標を実現させて様々な災害現場へ出動していま
す。今後も人命救助に携わる者として自分を律し、技術や
知識の向上に努めていきます。

北池 智美さん

東京消防庁
消防官

平成24年度卒業

　将来社会で活躍できるよう生きる力を育成し、常に生
徒を思い導いていただいた母校の先生方の背中を追いか
け、現在中学校の教員をしています。常に自己研鑽に励み、
幅広い知識や教養を持った音楽の教員として、生徒の手
本となり憧れを抱いてもらえるよう、明るく笑顔で頑張り
ます。

采女 真弥さん

板橋区立志村第二中学校
音楽科教諭

平成24年度卒業

　高校時代に学んだ礼儀作法や建学の精神の尊敬・責
任・自由の教えが、社会人になった今、本当に大切なこと
だと改めて思いました。部活動では合唱部の副部長として、
自分のことだけではなく周りのことを考え、行動するように
なりました。他にもコミュニケーション能力やビジネスマ
ナー等を身につけることができ、自分のスキルアップに繋
がりました。

佐藤 巴南さん

株式会社うすい百貨店
平成30年度卒業

　高校では先生方がまっすぐ向き合って下さり、後悔しな
い進路へ進むことが出来ました。現在はシステムエンジニ
アとして運用保守の業務に携わっています。これからも後
悔しない道を歩めるよう努力していきたいと思っています。

原田 里佳さん

富士通株式会社
システムエンジニア

平成24年度卒業

　高校時代は音楽科に在籍し、専門であったフルートの
実技試験や多くの演奏会を経験する中であがり症の私で
も熱心な先生方のご指導の下、楽曲や音に対して真剣に
向き合い、探求心が向上して自分らしい表現力を身に付
けることができました。
　現在は、航空自衛隊に入隊し、整備員としてこれまで
培ってきたことを国防に活かしています。

航空自衛隊
自衛官
空士長
平成25年度度卒業

　高等学校では食物科で学びながら生徒会長としても貴
重な体験をし、特にコミュニケーションの大切さを学ぶこ
とができました。
　卒業後は本大学食物栄養学科に入学して管理栄養士
の資格を取りましたが、学友会会長も務めました。高校で
調理技術も学んだことが、今、現場では大いに活かされて
います。

穂積 春乃さん

自治医科大学附属
さいたま医療センター
管理栄養士

平成25年度卒業

齊　 百花さん
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卒業生のメッセージ

卒業生の皆様
ありがとうございました。



本校の生活では、知識を追求するだけではなく、将来、人として、女性として自立した人材を育てることに重点が置かれて
います。偏った教育ではなく、高校生活の3年間で、その後の進むべき道に多くの可能性を広げることを目標としています。
一年を通じて行われるさまざまな学校行事や生徒会行事で充実した高校生活を送ることができます。

田植え（5月）

考古学発掘調査（5月）

うねめ祭り（8月）

稲刈り（9月）

チャレンジクッキング（10月）

さかなクン

人形劇団ひとみ座　人形劇「リア王」 劇団四季「ウェストサイド物語」 林家木久扇師匠
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入学式（4月）

大運動会（9月）

新入生歓迎会（4月）

もみじ会（10月）

もみじ会前夜祭（10月）

ハイスクールライフバランスのとれたキャンパスライフを送ろう!バランスのとれたキャンパスライフを送ろう!

●生徒会総会
●田植え
●芸術鑑賞講座
●県高校総体壮行会
●高大連携授業・職業講話
●キャリア教育講座
●考古学発掘調査
●前期中間考査

55月
始業式・入学式●

対面式・新入生歓迎会●
創立記念式典・教養講座●

交通安全教室●

44月

●音楽科定期演奏会
●前期期末考査
●全国高校総体壮行会
●夏季休業
●夏季課外
●就職事前講習会
●食物科
　チャレンジクッキング

77月
食育教室●
教養講座●

校内合唱コンクール●

66月

●学校見学会
●生徒会役員立会演説会
●教養講座
●稲刈り
●大運動会
●前期終業式

99月
うねめ祭り踊り流し参加●

夏季課外●

88月

●しめ縄作り
●後期中間考査
●音楽科実技講習会
●美術科実技講習会
●食物科
　チャレンジクッキング
●修学旅行(２年)

1111月
後期始業式●
新人戦壮行会●

もみじ会●
音楽科実技講習会●
美術科実技講習会●

食物科●
　チャレンジクッキング　

芸術鑑賞講座●

1010月

芸術鑑賞講座・教養講座
　国内外の一流の芸術家を招いての芸術鑑
賞講座、各界の著名な方々を招いての教養
講座が年に数回開催されています。
　これらは、一人ひとりの個性を伸ばし、感性
豊かな人材育成に大きく寄与しています。
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しめ縄作り（11月）

美術科卒業作品展（12月）

食物科卒業作品発表会（12月）

音楽科卒業演奏会（12月）

予餞会（2月）

卒業式（3月）

郡山市の市街地に位置する本学は、
豊かな自然と利便性に満ちた場所にあります。
情緒を育む卓越した環境と、
知力を育む充実した施設があります。
理想の未来を目指すために、
あなたのキャンパスライフが始まります。

　本学園には「フェリーチェ」と呼ばれる学生食
堂があります。「フェリーチェ」はイタリア語で「幸
せ」を意味します。
　郡山ビューホテルで長年総料理長を務め、現
在は本校食物科の講師でもある村上利男氏の
「手作りにこだわって、女性が喜ぶ本物の料理を
食べさせたい」という気持ちから、村上氏がシェフ
を務め昨年度リニューアルオープンしました。高校
生も利用することができます。

建学記念講堂
　故丹下健三氏の監修により創立40周年を記念して建てられた。内部は、ス
テージをはさんで大ホール1800席と小ホール600席を対面式にするなど日
本で初めての建築構造を取り入れている。

創学館
　創立50周年記念として平成８年に建てられた。１階には学生食堂“フェリー
チェ”と学生の休憩室、２階には劇場を思わせるスクリーン付きワンフロアー
教室、それに学生のための教務部・学生生活部及び就職部が並んでいる。

図書館本館
　蔵書は約12万冊以上を有する。閲覧室は、自然採光を重視し、日本式障
子を用い、視覚的調整をはかっている。

本館
　学園本部、事務局が置かれている。屋上は庭園となっており、茶室「慎思庵」
が建てられている。茶道・礼法等の修練の場として茶室が４室ある。

日替りランチ：450円　学生うどん：350円

キャンパスマップ

●大学入学共通テスト
●高校入試
　(推薦・特待・一般)
●食物科実技考査
●食育インストラクター
　認定試験
●食物科業界人講習会

11月
美術科卒業作品展●

食物科卒業作品発表会●
音楽科卒業演奏会●
全国大会壮行会●

冬季休業●
冬季課外●

1212月

●卒業式
●全国大会壮行会
●終業式
●春季休業
●春季課外
●新入生説明会

33月
教育講座●

進路別説明会●
後期期末考査●

予餞会●

22月

ハイスクールライフ



本校で見つけた夢について郡山女子大学及び
短期大学部でさらに深く学んで、なりたい自分を実現しましょう。

学校法人 郡山開成学園

高大連携生入学者選抜

郡山女子大学大学院

郡山女子大学 家政学部 郡山女子大学短期大学部

人間生活学研究科 人間生活学専攻
修士課程　博士課程

健康栄養学科

普通科 音楽科 美術科 食物科

本校生だけが受けられる郡山女子大学の入試制度で、
本校生は優先的に進学できます。

奨学金等のご案内 本校では、様 な々奨学金・減免制度で生徒の学業をサポートしています。
詳しくは本校事務室までお問い合わせください。

《その他の各種奨学金制度》
本校では、次の奨学金を取り扱っています。
〇福島県奨学資金　〇交通遺児育英会　〇あしなが奨学金　〇岩山育英会給付型奨学生

《福島県私立高等学校等就学支援事業》
　福島県が私立高等学校等に在学する生徒の就学を支援するため、授業料額から国の就学支援金を差し引いた金額（残額）を県が負担する制度です。（国の就学支
援金申請が条件になります）
　次のいずれかに該当する生徒が対象になります。
　①天災・火災、その他の災害を受け、授業料納入が困難であると認められた世帯
　②学費負担者が離職等により経済的に得られた収入が失われた世帯
　③総所得額が県の定める基準額以下の世帯
　申請方法は、入学者説明会の時にお伝えいたします。

《学校法人郡山開成学園創設者関口育英奨学金制度》
１ 募集人数　　　10名
２ 奨学金の給付　月額１万円
３ 給付期間　　　１年間（更新により最大３年間継続可能）
４ 出願資格　　　評定合計が全教科85以上で、
　　　　　　　　　下記の①と②のどちらにも該当する生徒
　　　　　　　　　①郡山女子大学及び郡山女子大学短期大学部への
　　　　　　　　　　進学を希望する生徒
　　　　　　　　　②専願推薦生

５ 出願手続　生徒募集要項に添付されている本校指定の用紙に必要事項を記入し、
　　　　　　　出願時に提出する。
６ 出願期限　令和3年1月7日（木）9:00～16:00、8日（金）9:00～12:00
　　　　　　　【郵送の場合、令和2年12月15日（火）～令和3年1月8日（金）まで受付可】
７ 選考方法　書類選考
８ 結果通知　令和3年1月27日（水）12:00

《郡山女子大学附属高校同窓会奨学生制度》
１ 募集人員　　　2名
２ 奨学金の給付　年額10万円
３ 給付期間　　　1年間（更新により最大3年間継続可能）
４ 出願資格　　　下記の①～④のすべての条件に該当する生徒
　　　　　　　　　①令和3年度に1年次へ入学した生徒
　　　　　　　　　②本学（大学・短大・高校）の卒業生が三親等以内にいる生徒
　　　　　　　　　　※三親等以内･･･母、祖母、曾祖母、おば、姉妹
　　　　　　　　　③成績優秀な生徒（中学校3年間の全教科の評定合計が85以上）
　　　　　　　　　④特待生、関口育英奨学金奨学生、成績優良者奨学金、東日本大震災授業料等減免支援対象者以外の生徒

５ 出願書類　附属高等学校同窓会奨学金申込書
６ 出願手続　本校入学後、提出書類を担任に提出
７ 出願期限　令和3年4月下旬
８ 選考方法　書類選考

　東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故で被災した郡山女子大学附属高等学校生徒に対して、その被災状況に応じて授業料等給付金を免除し
学業を支援することを目的とする制度です。
　福島県私立学校被災児童生徒就学支援事業補助金交付要網に基づいて、次のいずれかに該当する生徒が対象になります。

《郡山女子大学附属高等学校東日本大震災に伴う教育支援》

　※①、②については、東日本大震災後もその状況が続いているなどの明確な理由が必要となります。

　①家計支援者（家計維持者）が失職している場合
　②家計支援者（家計維持者）の所得が減少した場合

③自宅又は家財に著しい損害を受けた場合
④原子力災害を受けた地域（帰宅困難区域等）に在住する（していた）場合

STEP UP!

生活科学科

食物栄養学科
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STEP UP!

● 管理栄養士免許（国家試験受験資格）　● 栄養士免許
● 栄養教諭一種免許状　● 食品衛生管理者（任用資格）
● 食品衛生監視員（任用資格）

● は取得できる資格・免許

社会福祉
専攻

● 社会福祉士（国家試験受験資格）
● 介護福祉士（国家試験受験資格）
● 高等学校教諭一種免許状（家庭）
● 中学校教諭一種免許状（家庭）
● 特別支援学校教諭一種免許状

幼児教育学科
幼児教育コース ● 幼稚園教諭二種免許状

● 保育士資格

チャイルド・ミュージック
コース

● 幼稚園教諭二種免許状
　または
● 保育士資格

建築デザイン
専攻

● 一級及び二級建築士（国家試験受験資格）
● 高等学校教諭一種免許状（工業・家庭）
● 中学校教諭一種免許状（家庭）
● 福祉住環境コーディネーター
● インテリアプランナー　● 建築設備士
● インテリア設計士　● キッチンスペシャリスト
● インテリアコーディネーター　● 商業設備士

● 中学校及び高等学校専修免許状（家庭）

● 栄養士免許
● 管理栄養士国家試験受験資格（実務経験3年終了後）
● フードスペシャリスト資格（受験資格）
● 専門フードスペシャリスト資格（受験資格）

地域創成学科
● 司書　● 学芸員補（任用資格）
● 社会福祉主事（任用資格）　など

専攻科文化学専攻
● 学士（文学）（大学改革支援・学位授与機構）

● 学芸員（任用資格）

《国の高等学校等就学支援金制度》
　私立学校に通う年収めやす910万円未満世帯の生徒に対して、授業料に充てるための支援金が支給される制度です。月々の授業料負担を軽減できるように、学校
が保護者に代わって受け取り、授業料に充てることになります。貸与型の奨学金ではないため、返還は不要となります。申請方法は、入学者説明会の時にお伝えいた
します。

所得基準（保護者等の課税所得）※ 就学支援金支給額
（月額）

授業料納入額（支給決定後）
（32,500円－就学支援金支給額）

0円
9,９00円
32,500円

32,500円
22,600円
0円

年収めやす　910万円以上
年収めやす　590万円以上910万円未満
年収めやす　590万円未満

※両親・高校生・中学生の４人家族で、両親の一方が働いている場合のめやす。


