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西桐生キャンパス

本校舎
入学のための
もっと詳しい
情報はここを
チェック!!

学校法人
桐丘学園 桐生第一高等学校

12のプロフェッショナルコース

普通科　

文化教養コース

普通科　総合コース

情報ビジネス系

普通科

進学スポーツコース
各競技で理論と実技を一流のコーチ
陣より専門的に学び全国制覇を目指し
ます。

大学進学を目指し、やる気ある生徒の
ニーズに幅広く応えます。

簿記、情報処理、情報テクノロジーな
どを学び、豊富な資格取得が可能で
す。

溶接から農業に至るまで、幅広い専門
知識を学び、資格取得に力を注ぎま
す。

ひとつの課題にじっくり取り組む授業
スタイル。集中力と本物の力が身に付
きます。

最初は基礎縫いから。丁寧な指導のも
と、確かな技術が身に付けられます。

知識と技術だけではなく、気持ちも理
解できるよう、校外実習を多く取り入
れたカリキュラムを実施しています。

保育士になるための技術や、基礎知識
を学ぶ、実用的な授業を展開していま
す。

上級学校へ進学するための学力と、生
きるための心や技能を身に付けること
を目標としています。

食べた人を笑顔にし、幸せな気持ちに
する菓子職人を目指して、豊富な実習
で実践力を養います。

和食や中華、フランス料理から和洋菓
子まで、調理実習に力を入れて、幅広く
学んでいきます。

普通科　総合コース

進学系

普通科　総合コース

生産科学系
普通科　総合コース

デザイン美術系
普通科　総合コース

生活教養系
普通科　総合コース

福祉教養系
普通科　総合コース

保育心理系

調理科

普通科　

製菓衛生師コース

国公立大学・難関私立大学の合格を目
標に、生徒の夢の実現と、その先の可
能性を引き出します。

普通科　

特別進学コース
普通科 進学スポーツコース

プロフェショナルに
なるための環境がある。

プロになる気持ちを
受け止める監督がいる。

Facility

サッカーグラウンド

柔道場

野球グラウンド

バスケットボールコート

桐生市陸上競技場

パナソニック ワイルドナイツ グラウンド(ラグビー部練習場 )

Tano
Goichi 

Hiruma
Sadao 

Toriumi
Tomomi

Fukuda
Haruo

Iwawaki
Masakazu 

Tashiro
Hitoshi 

Shimomura
Seiichi 

http://www.kiriichi.ac.jp
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Track and Field

Football Judo

RugbyBasketball

Baseball

野球部監督になって30年、春夏合わせて13回甲子園に出場し、1999年夏
には全国優勝を成し遂げることができました。強くなるには厳しさも必要です
が、なによりも毎日共に汗を流し、みなが一緒になって強くなろうという姿勢
を大切にしたいと考えています。いま群馬のチームは強敵揃いですが、その中
で私たちと共に甲子園を目指しませんか。

部員全員で力を合わせて実力を
鍛え甲子園出場を勝ち取りたい。

陸上を通じて心身を鍛える喜びを知り
失敗を恐れず情熱を持って挑戦してほしい。

自己に厳しい優れた人間性を身に付け、
「チームは一つ」をテーマに頂点を目指す。

どん欲に頑張る生徒を
応援したい。

トップクラスの
選手を育成したい。

常識を打破するトレーニングを積み、
県内ナンバーワンの伸び率を実現した。

諦めずに仲間たちと共に頑張れば
必ずチームも自分も強くなれる。

大学卒業後、教員を続けながら37歳まで22年間第一線で現役生活(やり投
げ、国内ランク最高３位)を続けてきました。長く競技を続けることで人生を切
り開くことができる、その見本を示したいという思いでした。たとえ中学で陸
上経験がなくとも、礼儀など日常生活の見直しから始め、心身の鍛錬を積むこ
とで全国大会出場を成し遂げた生徒も多くいます。

大学院ではコーチ学を専門に学び、教員兼サッカー指導者の道を歩んできま
した。スローガンは「チームは一つ」。みんなで苦難を乗り越えていこうという
気持ちを込めています。群馬県を制し、目標は全国優勝。厳しい闘いの中、頭
角を表すためには人間性の向上が必要です。技術とともに人間性を鍛え、共に
頂点を目指しましょう。

合言葉は「明るく楽しく元気にバスケッ
トしよう」。そしてチームのスローガン
は、「堅守強攻」。4年前にはインター
ハイベスト８も達成しました。夢は大き
く、オリンピック代表や日本代表選手
を輩出することです。

高校生になってどれだけ成長できるか
は、生徒一人一人のがんばり次第。身長
が低くてもスピードがあればポイント
ゲッターになれるのも面白いところ。
必死になって鍛えれば、勝利を手に入
れることができるはずです。

「自己への挑戦」というテーマを掲げ取り組んでいます。活動方法は生徒主
導型、自ら考え実践させる方法を取り、成果が出てきています。練習内容
は、トレーニングによりパワー&瞬発力アップで下地を作り、柔道の稽古
ではセオリーを壊して常に勝ち方を追求しています。3年間の成長度は県内
一だと確信しています。現在部員数は群馬県一で活気のある部活です。

パナソニックワイルドナイツ時代は、主将として全国優勝を何度も経験し、
全日本代表にも選ばれました。心機一転、2015年から生まれ故郷の桐生
で指導者として再出発。ラグビーの魅力は、仲間たちとの熱い友情、そし
て、体格の大小に関わらず活躍の場があること。ラグビーは多くが初体験、
スタートラインは同じ。思い切って挑戦してみませんか。

福田治男 野球部監督／東洋大学経営学部卒業

岩脇正和 陸上競技部監督／順天堂大学体育学部卒業

田野豪一 サッカー部監督／東京学芸大学大学院教育学研究科修了

蛭間貞夫
バスケットボール部総監督／国士舘大学体育学部卒業

鳥海友見
バスケットボール部監督／日本大学商学部卒業

田代斉 柔道部監督／国士舘大学体育学部卒業

霜村誠一 ラグビー部監督／関東学院大学文学部卒業
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大学卒業後、教員を続けながら37歳まで22年間第一線で現役生活(やり投
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大学院ではコーチ学を専門に学び、教員兼サッカー指導者の道を歩んできま
した。スローガンは「チームは一つ」。みんなで苦難を乗り越えていこうという
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知識と技術だけではなく、気持ちも理
解できるよう、校外実習を多く取り入
れたカリキュラムを実施しています。

保育士になるための技術や、基礎知識
を学ぶ、実用的な授業を展開していま
す。

上級学校へ進学するための学力と、生
きるための心や技能を身に付けること
を目標としています。

食べた人を笑顔にし、幸せな気持ちに
する菓子職人を目指して、豊富な実習
で実践力を養います。

和食や中華、フランス料理から和洋菓
子まで、調理実習に力を入れて、幅広く
学んでいきます。

普通科　総合コース

進学系

普通科　総合コース

生産科学系
普通科　総合コース

デザイン美術系
普通科　総合コース

生活教養系
普通科　総合コース

福祉教養系
普通科　総合コース

保育心理系

調理科

普通科　

製菓衛生師コース

国公立大学・難関私立大学の合格を目
標に、生徒の夢の実現と、その先の可
能性を引き出します。

普通科　

特別進学コース
普通科 進学スポーツコース

プロフェショナルに
なるための環境がある。

プロになる気持ちを
受け止める監督がいる。

Facility

サッカーグラウンド

柔道場

野球グラウンド

バスケットボールコート

桐生市陸上競技場

パナソニック ワイルドナイツ グラウンド(ラグビー部練習場 )

Tano
Goichi 

Hiruma
Sadao 

Toriumi
Tomomi

Fukuda
Haruo

Iwawaki
Masakazu 

Tashiro
Hitoshi 

Shimomura
Seiichi 

http://www.kiriichi.ac.jp


