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生徒一人ひとりが、自己の適性や将来の生き方、進路希望などによって、系列と科目を選択することができ
ます。このように、生徒の夢と希望に広く応えられるような教育システムが構築されており、生徒一人ひとりの進
路実現に向けて３年間のカリキュラムが組まれています。また、校訓「正しく、強く、和やかに」を合言葉に、卒
業後に社会のレギュラーメンバーとして活躍できる生徒を育てるために、全職員が一丸となって取り組んでい
ます。
学校長
総合学科

産業社会と人間の学び

夢や目標が明確な人はもちろん、まだ自分の進路が明確
に決まっていない人に向いているのが総合学科です。

「産業社会と人間」の授業では、自己理解を深めるところから始まりま
す。入学してすぐに、エンカウンターを通じた、仲間作りも実施していま
す。また、外部講師を招いた講演会や、先輩の話（卒業生の体験談・３年
生の系列紹介）を聞く機会があります。上級学校・企業見学も計画さ

自分だけの時間割
自分の得意分野や希望する進路に応じて科目を選択し、

れ、所属する系列選択に役立てています。
充実したキャリア学習をとおして、自分の適性を知り、卒業５年後、１０年

自分にあった時間割を作ります。

後の生き方についても考えていきます。

幅広い選択科目と少人数指導

地域に開かれた学校

普通教科の科目に加え、家庭、商業、農業、工業や福祉
に関する科目まで幅広く総合的に開設されています。ま

中学校への出前授業、地元企業との連携などを積極的に実施していま
す。また、地域の皆さんに向けた回覧板「暁だより」を定期的に発行して

た、選択科目に応じて、少人数による質の高い授業が行

います。学校の取り組みを多くの方に知っていただき、コミュニティースク
ールとしての役割を担い、地域の皆さんに愛される学校作りを目指して

われます。

います。

特色ある６つの系列

部活動＊運動部
硬式野球部・陸上競技部・バドミントン部・バスケットボール部・卓球部
ソフトテニス部・バレーボール部・サッカー部・硬式テニス部・剣道部
弓道部・柔道部・ソフトボール部

文理総合

生活文化

５教科を中心に、理

生活にかかわる専門

福祉に関する専門的

社会福祉

系・文系を重視した科

的な知識や技術を身

な知識や技術を身に

目選択ができます。

につけます。

つけます。

部活動＊文化部
科学部・吹奏楽部・演劇部・文芸部・食物部・コンピュータ部・美術部
軽音楽部・インターアクトクラブ（赤十字）・食品科学研究部

情報ビジネス

食文化

機械・電子技術

情報処理、簿記など

｢食｣への興味・関心

製造業のスペシャリス

商業に関する科目を

を高め、食品素材を

トを目指した学習を行

中心に学習します。

科学的に探求します。

います。

部活動＊同好会

暁の特徴を
知ろう!!

茶華道同好会

就職者数（割合）
四年制大学
進学者数
短期大学
（割合）
専門学校
未定者数（割合）
卒業生数

令和２年度

令和元年度

平成３０年度

６２名 （44.3%）
１１名 （ 7.9%）
６名 （ 4.3%）
５０名 （35.7%）
１１名 （ 7.9%）
１４０名

７５名 （50.0%）
１１名 （ 7.3%）
８名 （ 5.3%）
４６名 （30.7%）
１０名 （ 6.7%）
１５０名

６９名 （49.6%）
１４名 （10.1%）
１１名 （ 7.9%）
４１名 （29.5%）
４名 （ 2.9%）
１３９名

四年制大学

短期大学

足利大学

日本ウエルネススポーツ大学

関東学園大学

育英短期大学

足利短期大学

石巻専修大学

桐生大学

共愛学園前橋国際大学

桐生大学 短期大学部

明和学園短期大学

城西大学

埼玉工業大学

群馬医療福祉大学

國學院大學 栃木短期大学

高崎商科大学 短期大学部

上武大学

作新学院大学

埼玉学園大学

新島学園短期大学

佐野日本大学 短期大学

東京福祉大学

城西国際大学

城西国際大学

東京福祉大学 短期大学部

分野

専門学校

工 業

専門学校太田自動車大学校 太田情報商科専門学校 中央工学校 群馬県立太田産業技術専門校 専門学校群馬自動車大学校 フェリカ建築＆デザイン専門学校

農 業

中央農業大学校 群馬県立農林大学校

医 療

太田医療技術専門学校 東群馬看護専門学校 前橋医療福祉専門学校 たかさき･ナイチンゲール学院 高崎福祉医療カレッジ 本庄児玉看護専門学校
高崎福祉医療カレッジ 本庄児玉看護専門学校 桐生市医師会立桐生准看護学校 群馬県高等歯科衛生士学院

衛 生

群馬県美容専門学校 群馬調理師専門学校 高崎ビューティーモード専門学校 東日本栄養医薬専門学校 東日本製菓技術専門学校 足利製菓専門学校
足利デザイン・ビューティ専門学校 大宮ビューティーアート専門学校 大宮美容理容専門学校 グルノーブル美容専門学校 大宮スイーツ＆カフェ専門学校
埼玉県栄養専門学校 埼玉県製菓専門学校 赤堀製菓専門学校

福 祉

大泉保育福祉専門学校 太田医療技術専門学校

商業・実務

アートグリーミングスクール ウエディング・ホテル＆ツーリズム専門学校 ウエディング・ホテル＆ツーリズム専門学校 太田情報商科専門学校
太田動物専門学校 高崎動物専門学校 東日本デザイン＆コンピュータ専門学校 東日本ブライダル・ホテル・トラベル専門学校 東京エアトラベル専門学校

服飾・家政

足利デザイン・ビューティ専門学校

文化・教養

アーツサウンドビジュアル専門学校 中央アートスクール 神田外語学院 日本工学院専門学校 アミューズメントメディア総合学院
アミューズメントメディア総合学院 バンタンゲームアカデミー 専門学校ミューズモード音楽院 吉本総合芸術 ヒューマンアカデミ－新宿校

分野
公務員

自動車関連

土木関連建築建設

電気機械
倉庫運輸
その他製造
家畜食品関連
介護関連
販売関連

就 職
陸上自衛隊
(株)木村鋳造所群馬FM工場 サカエ理研工業（株） 坂本工業(株) しげる工業(株) (株)ＳＵＢＡＲＵ 群馬製作所 （株）千代田製作所 千代田工業(株)
日本発条(株) 群馬工場 日野自動車(株)群馬工場 (株)マブチ新田事業所 (株)池田硝子工業所太田工場 東亜工業（株）(株)チヨダテクノサービス
日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼﾞｽﾃﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ(株)群馬事業所 富士機械(株) (株)ミツバ 矢島工業(株) (株)吉田製作所 (株)半田製作所 日本プラスト(株)伊勢崎工場
国産機械(株)新田工場 (株)ファベスト (株)アトス 櫻金属工業(株) (株)マルナカ
(株)新井タイル工業 小澤組 兼希工業(株)本社工場 兼希工業(株)本社工場 クリオン(株) (株)田村建設 フキタ管工(株) 柳澤電気設備 共同建設(株)
(株)鳶和組 (有)吹上設備工業
沖電線(株) 群馬工場 澤藤電機(株) パナソニックＡＰ空調・冷設機器(株) 日本通運(株)群馬支店 小倉クラッチ(株) (株)大嶋電機製作所 サンデンホール
ディングス(株) (株)ワテックス (株)フセラシ群馬工場 (株)コニタ
日発運輸株式会社 日本梱包運輸倉庫(株) 日本運輸(株) 白十字物流(株) 関東西濃運輸(株) 関東エース物流(株) (株)タカダ・トランスポートサービス
(株)キッツエスシーティー新田ＳＣ工場 (株)UACJ製箔伊勢崎工場 MSSステンレスセンター(株) (株)UACJ製箔伊勢崎工場 (株)ディエスロジコ
天昇電気工業（株）群馬工場 北辰機材(株) (株)イーパック 矢崎化工(株) (株)モリシタ (株)永徳 関東工業(株) 東金属(株) (株)シルパック
赤城食品(株) (株)高井養鶏 (株)境野養鶏 (株)あきんどスシロー (株)全農・キューピー群馬工場 武井漬物製造所(株) タマムラデリカ(株) (株)梅林堂本
店 マック食品(株) 山崎製パン(株) (株)やまひろ群馬工場 まるか食品(株) フジパンストアー（株） 赤城食品(株) (株)フレッセイ 日本ビーンズ(株)
(福)愛光会 グループホームコアラ (福)シルクの里 (福）邦知会 (株)孫の手・ぐんま (福)梅田福祉会 (福)みずほの里 (福)圓会 (福)八瀬川の里
(福）和会 (福)三友会 特別養護老人ホーム 愛老園 (福)美里会
(株)栗原医療器械店 (有)こぼり 太陽自動車(株) (株)チャーム (有)ハートマーケット HUMPTY DUMPTY Blue Branche足利店 (株)FINE
(株)ベイシア (株)ベルク (株)エーコープ関東 (株)とりせん (株)富士薬品 (合)ケーエム (有)こぼり (株)タカラコーポレーション

サービス

(株)太平洋ゴルフサービス NEXUS(株) (株)ミヤマスイミングスクール 銀座 がんこフードサービス(株) (株)伏島館 東京電力パワーグリッド(株)

芸

能

AVILLA STAGE

医

療

医療法人 城山病院

交通アクセス
〇太田市シティーライナーおおた
新田線 太田駅北口発
→ 新田暁高校前下車
〇伊勢崎市コミュニティバス「あおぞら」
東西シャトルバス 伊勢崎駅北口発
→ 新田暁高校前下車

○太田市営無料バス「おおたん」
西バス系統北行 木崎駅南口
→ 新田暁高校下車
西バス系統南行 藪塚駅発
→ 新田暁高校下車

