
＊中掌生・保護者向けの行事
学校見学会

女子中学生相談員が対応レます。

参加をお待ちしています

＊女ラ学生向けイベント
「女子学生応援セミナ ー」の他 ， 男女！こ限らす誰ちが生きやすい

社会ヘ向けた啓発活動を行っています。

平成28 ・ 29年度

進路にむけてfOGとの情報交損会j
平成30年度 （ 群馬県立県民健康科学大学看護学部 林はるみ先生）

「妊娠 ・ 出産 ・ 3育てとワ ー ク ・ ライフ ・ バランスJ

宅和元年度 （本校男性教員による料理対決）

f料理から学ぶダイパー シティ J

女芸学生を多綾な角度からサポ ー トしています
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れの教員室を持っているので、 分から芯いこと

があったら気軽に質問に行けます。実習の時も、

技術臨員の方が専門的な事などを置しく教えて
くれます。

高等に入学してみて、 どうですか。 扱ったりする工作実習ですね。

．男吾が多い学校だと聞いていたので若干不 ．電吾工挙実験実習です。ウエブペ ー ジの作
安でしたが、 女吾が少ない分逆にまとまって聞 成と力＼掲示板を出したり文亨を出したりして、

け合うので、 女手同士すごく伸良く怠れました。 難しいけどできると楽しいです。

．私は寮に入ったのですが、 宣活が一変して 実習系の科目が賠きな学生さんが多いですね。

何もかもが新しくて、 すごく楽しいです。 高等の魅力って一言でいうとなんですか。
高専のこの捜業が特に面白いとかあったら教え .，年生から専門的な内容や技術にー から触
てください。 れられて、 5年間しっかり勉強でさることです。

測量実習です。最初は道具とか難しそうだ 私は、普通の高校と比べたら自由なところ
なと思ったけど、 やっていくうちに慣れてでき かな。あと先輩に5つ年上の人もいるので、 考

るようになったので良かったです。 え方が大人で勉強に広ります。

・エンジンの分解とか港撞をしたり、旋盤を ．先生が面白いですよ！高等の先生はそれぞ

最後に、 あなたの 将来の夢を教えてください。

．整備士を目指していて、 やっぱり考えるよ
りも、 身体でそのまま機械に関わって行きたい

です。

環境に関する仕事につきたいです。

．進学希望ですけど、 将来的に高専で学んだ
ことを生かしたパソコンを使う仕事につきたい

です。
ありがとうございました。将来の夢に向かって
一緒に頑張っていきましょう！
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午菜－？？宅�、戸空宇i司！ 高専の先生は、教育者であると同時に研究者です。社会の第一 線で活躍レている大先輩

令和2年3月卒業生・修了生（女子学生）の進路 一覧
進学（17人）

機械工学科：群馬大学1名
電子メディア工学科：群馬高等専攻科2名
電子情報工学科：群馬高専専攻科 1名
物質工学科：群馬高専尊攻科4名、 室蘭工業大学1名、長岡技術科学大

学3名、豊橋授術科学大学1名
環境都市工学科：群馬高専専攻科 1名、新潟大学1名、 徳島大学1名、 豊

橋技術科学大学1名
就磁（19人）

機織工学科：（株） JALエンジニアリンク
電子情報工学科；日本アイピ ー工心テクニ力jレ ・ ソI)ユ ー シヨン（株）、

NTI東日本グループ会社〈エンジニア〉
物質工学科；第 一三共ケ三力ルファ ーマ（株）、日清紡ブレー キ（株）、三

益半導体工業（株）、協和発酵キ υ ン（株）、 F DK（繰）、日
東電工（株）、信越化学工業（株）、 DIC（株）、（株）アインク

環境都市工学科：東日本旅客鉄道（株）、 西武鉄道（株）、東急電鉄（株） 、 （株）工
イト日本技術開発 、 工スピック（株）、 国土交通省関東地方
整備局

・尊攻科環境工学専攻：中外製薬工業（株） ． 

・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． 
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達｜といろいろな話を聞いてみまレょう。群馬高等では、令和2年4月現在、 8名の女性教
員（常勤）が 活躍レています。

キラキラ高専女J性教員;t�
大学生のとき、「とにかく 有機化学が楽レい／」と

語る女性の先生の姿｜こ惹かれ、私ち機能性分子の創
製を行っている有機化学の研究室を選ぴまじた。
目的の分子を作り上げるの｜芯簡単怠ことではあ
りませんが、立ち止まって試行錯誤を重ね、時
｜ζは方向性を変え忽がら少レすつ研究を前！と進

めるζとは達成感ち 大きく、本当｜ζ楽レく思い
まじた。高専！こは様々芯分野 の先生がいます。皆

さんち、 高等で自分が輿昧をち てる分野を見つけ、知
識を深め芯から研究の
楽レさを学びませんか。

・物質工学科

准教揮工稼 まゆみ
タイパー シティHP

I クラブ ・ 施設紹介

山＆ Facilities I クラブ・施設紹介
体育系・文化系合わせて31のクラブ・愛好会があります。 各クラブ・愛好会は学生が主体となって運営され、 NHK主催のロポコンを

はじめ、 様々芯競技会、 コンテスト！と参加レています。

・クラブ活動での学生の活躍等一 覧

第63回日本学生科学賞入選3等 理科部
全国高等専門学校体育大会 （2019)
陸上競按 男子3000mSC 2位 陸上競技部

男子5000m 3位 陸上競技部

剣道競技 男子団体 3位 剣道部
テニス競技 男子団体 3位 テニス部
水泳競技 女子100mバタフライ 2位

野球部

体育系クラブ

剣道部 ソフトテニス部

エコノパワ ー愛好会 茶道部

陸上競技部 硬式野球部 サッカ一部 バレーボール部 パスケットボール部 ソフトテニス部 テニス部 卓球部 柔道部
剣道部 水泳部 バドミントン部 フットサル愛好会 自転車愛好会 ダンス愛好会

文化系クラブ

吹奏楽部 文芸部 写真部 美術部 理科部 茶道部 SF研究部 電算部 演劇部 将棋部 ロボット研究会
コンクリ ートカヌ ー愛好会 エコノパワ ー愛好会 構造デザイン研究会 3Dデザイン研究会 クイズ研究会

充実の施設でスク ー ルライフを満喫／

地i或遠鏡テクノセンター 地域産業の技術 情報基盤センター 昭和50年！こ全国の高 図書館専門書の他、一般書籍・雑誌 ・ ピ 群嶺会館 1階lこlet.学生食堂および売店、

開発を 一層推進する ために、 共同研究や受 専の中で愚初lこ設置され、コンピユータ デオテ ープ·DVD ・ CD-ROM等を有レ、 2階l乙は大 会議室 ・ 和室等があり、会議
託研究を実施する最新の分析 ・ 計測機器を ち最新のちのが設置されていますL その件数｜芯、 約10万件を数えます。 やクラブ活動｜ζ利用されています。
設備レた拠点施設です。

ペガソス25周年を記念レて設置され た 武道館剣道部と柔道部が活動レていま 西湖野鳥観察会 学生食堂昼食時let.にぎわいます。
モニユメントです。 す。
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