
 

 

              

                           

                            第２１号 

 

ご覧になった方もいらっしゃると思いますが、 

令和３年度群馬県公立高等学校入学者選抜に係る 

全日制課程及びフレックススクール前期・後期 

選抜募集人員区分が発表されました。主な学校は次の通りです。 

学校名 学 科 ・ コ ー ス 性別 
学科等別

募集定員 

前期選抜 

（％） 

後期選抜 

（％） 

桐生（新設） 普通 男女 ２４０ 
４０ ６０ 

理数 男女 ８０ 

桐生清桜（新設） 普通 男女 １６０ 

５０ ５０ 普通 

アドバンスト探求 
男女 ８０ 

大間々 普通 男女 １２０ ５０ ５０ 

桐生工業 機械 男女 ８０ 

５０ ５０ 

建設 男女 ４０ 

創 造 技 術 

電気 男女 ２０ 

染織 

デザイン 
男女 ２０ 

桐生市立商業 商業 
男女 ２４０ ５０ ５０ 

情報処理 

太田 普通 男 ２８０ ３０ ７０ 

太田女子 普通 女 ２４０ ４０ ６０ 

太田東 普通 男女 ２４０ ５０ ５０ 

市立太田 普通 男女 １０ １００ ０ 

商業 男女 １６０ ５０ ５０ 

太田工業 機械 
男女 １２０ 

５０ ５０ 電子機械 

電気情報 男女 ４０ 

新田暁 総合 男女 １６０ ５０ ５０ 

太田フレックス 普通１部 男女 ８０ ５０ ５０ 

普通２部 男女 ８０ ５０ ５０ 

普通３部 男女 ８０ ３０ ７０ 

前橋 普通 男 ２８０ ３０ ７０ 

前橋女子 普通 女 ２８０ ２５ ７５ 

前橋東 総合 男女 ２００ ５０ ５０ 

前橋商業 商業 男女 ２８０ ５０ ５０ 



学校名 学 科 ・ コ ー ス 性別 
学科等別

募集定員 

前期選抜 

（％） 

後期選抜 

（％） 

市立前橋 普通 男女 ２４０ ５０ ５０ 

高崎 普通 男 ２８０ ３０ ７０ 

伊勢崎 普通 
男女 ２８０ ５０ ５０ 

グローバルコミュニケーション  

伊勢崎清明 普通 男女 ２００ ５０ ５０ 

伊勢崎興陽 総合 男女 ２００ ５０ ５０ 

伊勢崎商業 商業 

男女 ２４０ ５０ ５０ 会計 

情報処理 

伊勢崎工業 機械 男女 ８０ 

５０ ５０ 
電子機械 男女 ４０ 

電気 男女 ４０ 

工業化学 男女 ４０ 

西邑楽 普通 男女 １２０ ５０ ５０ 

スポーツ 男女 ４０ 

１００ ０ 
芸術 

音楽 男女 ２０ 

美術 男女 ２０ 

高崎経済大学附

属 
普通 男女 ２４５ 

男：22.9 

女：22.9 
５４．２ 

普通 芸術（音楽系） 男女 １５ ８０ ２０ 

 

＊高崎市立高崎経済大学附属高等学校の後期選抜については、男女別にそれぞれ募集定員の 24.1%

を選抜した後、募集定員の 6%を男女一括で選抜する。 

＊太田市立太田高等学校の普通科は、105 人を太田市立太田中学校からの内部進学者とする。ただ

し、商業科への内部進学により欠員が生じた場合は、その数を普通科の前期選抜の募集定員に加

えるとともに、商業科の募集定員から減じる。各学科の募集定員は、9月中を目途に確定する。 

＊他の高校の募集人員区分について知りたい方は『群馬県教育委員会 ⇒ 入試情報 ⇒ 高校入

試 ⇒ 令和 3 年度入学者選抜 ⇒ 令和３年度群馬県公立高等学校入学者選抜に係る全日制

課程及びフレックススクール前期・後期選抜募集人員区分について』からご覧下さい。 

 

 

 

                      

 

「Be Ambitious１８号」でお知らせした桐生工業高校 

の学校説明会の時間が間違っていました。本日が校内 

〆切日でしたが、下記のように７日（月）に変更した 

いと思います。大変申し訳ありませんでした。 

 

学 校 名 内   容 日 程 場  所 対 象 校内〆切 担 当 

桐生工業高校 学校説明会 
１０/１０（土） 

１４：３０～１６：００ 
桐生工業高校 

中３生 

保護者 
９/７（月） 山梶 

 

 


