県立

福島県福島市花園町 3-6
TEL024-573-0019
https://www.sakuranoseibo.jp

系列編入学合格 71 名

田 村 高 等 学 校
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（Ｒ４年 3 月卒生）

文学部 日本文学科 23 名 史学科 24 名
経済学部 経済学科８名 経営学科 7 名
神道文化学部 神道文化学科３名
人間開発学部 初等教育学科６名
栃木県栃木市平井町６０８番地 TEL.0282-22-5511( 代 )
https://www.kokugakuintochigi.ac.jp/tandai/

〒960-8585

日本文学・言語文化・日本史フィールド 子ども教育・生活健康フィールド

國學院大學

88

201

人間教育学科 100 名

日本文化学科 150 名

＊キャリア教養学科
＊こども保育コース
＊食物栄養専攻

國學院大學栃木短期大学

桜の聖母短期大学

なりたい私が、きっとみつかる。

〒 ー 田村郡三春町字持合畑 番地１
蕁０２４７（ ）２１８５

（）
18 21
58
（1）
28
（3）
（8） （23）
（6）

校 章

48

17

62

校 長／尾 形 幸 男
教職員数＝七〇
生徒数＝五二三（男子 、女子 ）
普通科 一年 一一一 二年 一三九 三年 一五八
体育科 一年
三九 二年
三八 三年
三八

17

（6）
（7）
（10）
（11）
（26）

963

校章由来 校章は田村の「田」を縁どり、
「高」の俗字をレリー
フして質実と貞淑の校風を簡明に表現したものである。

62

17 19 24 57 109

322

作詞／天 野 多津雄
作曲／岡 山
直

公益文科大、上武大、医療創生大、奥羽大、郡山女子
大、東日本国際大、麗澤大、日本大、法政大、日本大工、
日本体育大、日本女子体育大、茨城キリスト教大、常
磐大、白鴎大、国際医療福祉大、群馬パース大、城西大、
城西国際大、埼玉工業大、武蔵野学院大、東京国際大、
平成国際大、国際武道大、淑徳大、千葉商科大、桜美
林大、国士舘大、順天堂大、実践女子大、白百合女子
大、大東文化大、中央大、帝京大、帝京科学大、東海
大、東京女子体育大、東京福祉大、東京農業大、東京
経済大、東洋大、神奈川大、松陰大、新潟食料農業大、
金沢学院大、花園大
短大（７）＝会津大短、郡山女子大短、福島学院大短、
群馬医療福祉大短
各種専門学校（ ）＝岩瀬病院附属高等看護学院、磐
城共立高等看護学校、ポラリス保健看護学院、太田看
護専、福島看護専、白河厚生総合病院付属高等看護学
院、松村看護専、仁愛看護福祉専、報徳看護専、郡山
看護准看護学校、福島県立テクノアカデミー郡山、他
●主な就職先（公務員 名、民間企業 名）
公務員＝福島県警察官、郡山地方広域消防、三春町役
場、田村市役所、警視庁、海上保安学校、自衛官一般
曹候補生、自衛官候補生（陸上）
民間企業＝ユアテック、大橋機産、大宮教育センター、
コアテック、コジマ、白河オリンパス、ダイユ―エイト、
ツルハ、ベニマル、光陽社、一力旅館、ＡＧＣエレク
トロニクス、加賀マイクロソリューションズ、かんの
屋、カルソニックカンセイ福島、上村歯科医院、サカ
イ引越センター郡山支店、三万石販売コーポレーショ
ン、重松製作所船引事業所、シマダヤ東北郡山工場、
湘南ユニテック福島工場、シラカワ二本松工場、住友
ゴム工業白河工場、龍森郡山工場、中央化学東北工場、
デンソー福島、東北住電精密、東進電気興業、東北ア
ルフレッサ、東栄産業、他
■全生徒の主な出身中学校（ 年度） 内新入生数
二、小野中学校 名
一、三春中学校 名
四、緑ヶ丘中学校 名
三、船引中学校 名
五、岩江中学校 名
六、行健中学校 名
八、滝根中学校 名
七、常葉中学校 名
九、大越中学校 名
九、西田学園 名
■学校をとりまく環境
本校は阿武隈山地の起伏する小さな城下町三春にあ
る。校舎は野鳥の声や美しい樹木に囲まれ閑静なたた
ずまいである。三春町は、愛姫の郷、河野広中らの自
由民権運動の発祥の地、天然記念物である三春滝桜な
ど豊かな自然に恵まれている。
■エポック
二万三千名を超える卒業生は各分野で活躍してい
る。中でも、元最高裁判事の橋元四郎平氏（旧制中学
校第 回卒）
、女性で初めて七大陸の最高峰を制覇し
た登山家田部井淳子氏（高校 回卒）が著名。
３

10

137

2021

■校歌

■学校概要
男女共学校であり、普通科と体育科を有している。
普通科は、国公立大学、私立大学、短期大学、高等看
護学校、専修学校、就職、公務員等の多様な進路に対
応するため、一年次に特進クラス２クラス、二年次よ
り三つの類型に別れる教育課程を設けている。体育科
は、本県にただ一つであり、生徒は県内各地より募集
している。遠隔地の男子生徒は寮に入り生活をともに
している。
■施設
校地面積
六五、
一五一・七一裃
建物面積
一四、
〇八八・七七裃
■行事 ４月修学旅行（体育科３年）
・校内マラソン
大会、７月校内体育大会、９月体育科３年登山実習、
月体育科ゴルフ実習・修学旅行（普通科２年）
・遠
足（１・３年）
・芸術鑑賞教室・学校公開（授業公開）
、
１月体育科スキー実習（１・２年）
■校風
「進取、自律、友愛」の校訓のもと、質実剛健、明
朗闊達な気風を持ち、旧制中学校以来の伝統を受け継
ぎながら、学習にスポーツに熱心に取り組み、学力の
向上と競技力の向上すなわち文武両道を目指してい
る。また、三春町主催の姉妹都市ライスレイクの高校
へ留学するなど国際交流に関する意識も高い。
■部活動の状況
●運動部＝陸上競技、柔道、ソフトテニス、卓球、ソ
フトボール、バスケットボール、バレーボール、サッ
カー、野球、テニス、弓道、ウエイトリフティング、
ボートアーチェリー
●文化部＝演劇、英語、数学、理科、美術、合唱、吹
奏楽、華道、写真
●愛好会＝ギター
●特別部＝ＪＲＣ・インターアクト、家庭クラブ
●活躍状況（令和３年度）
インターハイ県大会 競技 名参加上位入賞６競
技、輝け君の汗と涙北信越総体 ７競技 名）
・全国大会出場＝陸上競技、柔道男子団体・個人・女
子個人、ボート男子ダブルスカル・女子舵手付クォ
ドルプル、ソフトテニス女子・男子団体・男子個人
ダブルス、アーチェリー団体男女・男子個人、ウエ
イトリフティング男子・女子、弓道
■進学・就職状況（大学過去３年間他令和三年三月卒）
●主な進学先
国公立大（ ）＝福島大、会津大、
県立医科大、新潟大、高崎経済大、
新潟県立大、秋田県立大
私立大（ ）＝札幌国際大、八戸
学院大、富士大、仙台大、宮城学
院女子大、
石巻専修大、
東北福祉大、
東北学院大、東北文化学園大、東北医科薬科大、東北
就職
28％

13

157

10

その他
1％

7763

一、たたなはり
起き伏す山の
木の芽ふく
わかき生命を
打ちこめて開く
真理の扉
ここに見よ
文化の高楼
友垣のとも
いざいそしまむ
あゝ田村
田村
田村こそ我等が母校
■沿革
大正 年 県立田村中学校設立 開校式挙行
昭和 年 三春高等女学校（大正９年設立）を併せ、
県立田村高等学校及び県立田村高等学校
併設中学校、三春高等女学校併設中学校
となる
平成４年 体育科を新設
平成 年 創立八十周年記念式典挙行
平成 年 創立九十周年記念式典挙行
23 12

24 14

進学71％

11

43

14

