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発行にあたり 校長 新井 久夫

４月に９５年の伝統を誇る本校の校長として

着任しました。可能な限り学校の情報を公開・

発信して開かれた学校を構築していくことは、

社会に対する学校の責務であります。「館女通信」

は学校通信（学校だより）の役割を担うことに

なります。「紙面を通じて館女生が生き生きと前

向きに頑張っている姿を中学生をはじめ多くの

方々に伝えることにより、本校への期待感を高

めたい。本校の生徒たちも身近な仲間が頑張っ

ていることを知ることにより、愛校心を高めて

もらいたい。教職員は熱い思いを生徒に伝えて

ほしい。」 、多少欲張った願いを込めてこの

「館女通信」はスタートします。

ところでこの５ヶ月を振り返って特に印象的

な出来事をいくつか紹介します。

４月２８日に恒例の３０キロメートル強歩大

会が行われました。友達と励まし合いながらほ

とんどの生徒が完歩しました。たくさんの保護

者の皆さんに支えられての行事でした。

各教室の廊下には分別のゴミ箱（燃えるゴミ、

缶、ペットボトル、資源ゴミ）が用意され、整

然と処理されています。社会性を学ぶ第一歩と

感じました。

そういう意味では５月１５日に開催された生

徒会役員選挙の立会演説で、「学校には社会性を

学ぶために来ています。」と演説をした生徒がい

ました。社会に出れば自分と合う人たちばかり

ではない。そこでどう自分を変えていったらい

いか、順応させていったらいいか、それを館女

の３年間で学びたい、ということです。

お昼休みのパン販売は、私が今まで見たこと

のない光景です。生徒一人ひとりが整然と一列

に並んで購入しているのです。他校の「パン戦

争」とも言われる状況は本校には無縁です。

７月１１日の合唱コンクールは館林高等特別

支援学校との交流が大成功に終わりました。両

校生徒による「マイバラード」の合唱は涙が出

るくらい感動的でした。

館林女子高校はこれからも地域から愛され、

信頼され、生徒の可能性を大きく伸ばせる学校

となれるように、教職員と生徒が力を合わせて

元気に頑張っていきます。多くの皆さんのご支

援・ご協力で「館女通信」が発展できますこと

を心より願っております。

特集１ 『２学年・３学年学習合宿』

『第2学年校外学習合宿』
２学年主任 荒井 尚美

２年生になり、多くの仲間を得て、学習に部活動

に一生懸命取り組む中で、日々成長してきています。

しかし、時として、この日常の幸せな高校生活を当

たり前に感じ、自らの努力を怠りがちになることも

あります。そのような日常生活から一時離れ、学生

の本分である学習に本気で取り組むことで、自らの

新たな問題意識を高め、その解決策を見いだすきっ

かけにして欲しいと思い、この学習合宿が実施され

ました。

自ら学習する習慣や物事に積極的に取り組む習慣

は、卒業学年を迎えた時、あるいは、卒業後も役立

つ体験になると思います。

猛暑の中、8月1日に67名の有志が出発し、3日に

無事合宿を終了しました。感想の中に、「○今まで

の自分の甘さに気づいた。○合宿に参加してよかっ

た！と思えるような勉強を今後していきたい。○本

当に集中しているとあ

っという間に時間が終

わってしまった。○た

くさん勉強した後の達

成感や今後の勉強への

やる気を感じる事がで

きました。」など今後
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の高校生活へ繋がる意欲的な感想・意見があり、頼

もしく感じました。

『楽しかったぜ 学習合宿！』
２年６組 大杉 唯菜（館林三中出身）

私は「わからない問題はそのままにしておかない、

わからなかったら質問してわかるようにする」とい

う目標で「学習合宿」に来ました。１日目は到着し

てすぐに学習を開始しました。周りは静かで、シャ

ーペンを動かす音がよく聞こえる空間で私は不思議

と「ああ、私も頑張ろう。」とやる気に満ちてきま

した。

２日目は１日目と違い、朝から晩までひたすら勉

強をしていました。それゆえ、分からない問題も多

く、その度に先生のところへ質問に行きました。特

に「数学」が難しくて沢山質問に行きました。分か

りやすい説明で分かるまで教えていただき、「学習

合宿に来てよかったなあ。」と思えるようになりま

した。

この２泊３日の学習合宿は本当にタメになりまし

た。自分がこんなに長い時間、集中して勉強できる

なんて知りませんでした。機会があれば是非、次回

も参加したいなあと思います。

『２学年校外学習合宿に参加して』
２年１組 秋山 成美（邑楽南中出身）

この合宿で、夏休みの課題は半分以上終わらせて、

課題以外の勉強もやろうと思っていた。でも、実際

にやってみると意外にはかどらなくて課題以外の勉

強が全然できなかった。それは、普段の勉強を自分

が手を抜いてやってきたからだと思う。普段から集

中してやっていれば、ここでの学習ももっとはかど

っていたはずだし、集中できたと思う。だから、こ

の合宿では集中力や忍耐力がついただけでなく、今

までの自分がどれだけ自分に甘かったか気付くこと

ができた。そういう意味でとてもいい経験になった

し、また機会があれば参加したいと思う。その時は、

目標をもっと明確にし、「それを達成するぞ！」と

いう気持ちを強く持とうと思う。

また、勉強以外の面でも、「５分前行動」という

当たり前のことが大切だと改めて気付かされた。今

年は修学旅行もあるから、しっかり時間を守り、周

りに迷惑をかけないで行動しようと思う。そして、

もっと大人になろうと思った。

『第３学年校外学習合宿』
３学年主任 武田 富仁

恒例となった校外学習合宿が今年も行われた。

館林は気温も高いので、この時期涼しい水上で

実施できるのは生徒も気分転換にもなり、有意

義である。

三泊四日で行ってきたが、どの生徒もこの夏

休みをいかに有効に過ごせたかが今後の進路を

決める大きなカギになることをよく自覚してい

る。先生方による特別授業を始め、今年は小論

文講座も行った。推薦・ＡＯ入試を見据えてや

はり自分の考えを書けるようにすることは重要

である。

仲間と一緒に一所懸命自分の目標に向かって

勉強することで、もう一度自分の意志を明確に

するよいきっかけとなった。生徒の感想にも、「学

習合宿に参加して時間の大切さを学びました。

これからも時間を無駄にしないで一日を大切に

勉強していきたいです。」というものがあった。

ここでの経験がこれから残りの夏休みや２学

期に向けてのいい刺激になればと思っている。

３年生全員の進路希望の実現に向けて学年団も

一所懸命取り組んでいる。チーム力で勝利を勝

ち取りたい。

『感謝・仲間』
３年２組 小暮 菜穂（明和中出身）

私は今回初めて学習合宿に参加しました。合宿

は三泊四日ということで、合宿にかかった金額

は決して安くはなかったと思います。そこで私

は「最終日に有意義な学習合宿だったと思える

ように頑張ろう。参加させてくれた両親のため

に頑張ろう」と心に決め、合宿に臨みました。

そしてその気持ちを持って四日間の合宿をクラ

スメートと共に乗り越えました。

今回の合宿で、仲間の存在は大きかったです。

同じ部屋の友だちと「５時に起きて勉強しよう」

と決め、眠い中で

あってもみんなで

朝学習に励みまし

た。「誰かが頑張っ

ているから自分も

頑張れる」という

言葉の意味を学び、

実感できました。だからこそこの合宿を有意義

に過ごせました。

今回の経験を活かし、感謝の気持ちを忘れる

ことなく受験勉強に励みたいです。
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特集２ 『新俳句大賞』

国語科 増田 賢一

毎年応募している「伊藤園お～いお茶新俳句

大賞」に、今回は、佳作特別賞一首、佳作一首

が入選となった。

賞を受けるのは喜ばしいことだが、無論、受

けざる歌にもかけがえのない価値がある。

歌は写し絵。十七字に留められた、特別でな

い日の特別な一コマ。十代の彼女らの日々を、

萌木の感性のフィルターで選びとって、身の丈

の言葉で描き留めた歌々。

「青春というのは、それが過ぎ去ったときに

初めて、ああ、あれがオレの青春だったのかと

気がつくものなのである。」（立花隆『青春漂流』）

すべての歌は贈り物となる。いつの日か「あ

あ、あれが」と「気がつく」彼女らへの。

「それが青春であるかなど考えるゆとりもな

く、精一杯生きることに熱中しているうちに、

青春は過ぎ去ってしまうものである。」（同書）

時は過ぎるが、言葉は留まる。歌の言葉は、

彼女らの日々から切りとられた永遠だ。

『四度目の正直』
２年４組 野口 真理子（館林四中）

【佳作特別賞】

「待つ人も待たぬ人でも息白し」

冬の、どこか広い場所、例えば駅前など。待ち合

わせをしている人、電車を待つ人、通勤通学で歩い

ている人、散歩をしている人……たくさんの人がい

るのに、同じことをしている人が誰一人としていな

い空間。でも全員が同じようにして、白い息を吐い

ている――。このような情景を見てとてもおもしろ

いと思い、この日常を表現できたらと考えて、つく

りました。

新俳句大賞四度目の応募でした。自分で表現した

ものがこのような賞をいただけると思っていなかっ

たので、とてもうれしいです。今後も小さなおもし

ろさを表現できるよう、努力をしていきたいです。

特集３『新生徒会役員紹介』その１

５月１５日（火）に行われた生徒会役員選挙

で信任された１０名の新生徒会役員を紹介しま

す。生徒会行事をはじめ、いろいろな場面で生

徒の代表として頑張ります。もちろん、９月２

２日（土）の学校説明会でも大活躍（の予定）

です。

他のメンバーから見たそれぞれの“素顔”と、

本人による抱負を紹介します。

生徒会長 田中 杏樹（館林二中出身）

☆ 生徒会一のしっかり者で

我らが誇る会長です!! 眼

鏡をかけ直して仕事に取り

組む姿勢は、まさにインテ

リ女子！ 発想力と行動力

のすごさには脱帽するばかりです。

優しくて笑顔のかわいい、生徒会の母的な

存在です。（by 真実）

★ 私は去年から、生徒会役員として活動して

きました。中学生のときは生徒会に入ってい

なかったので不安もありましたが、今は毎日

が充実しています。

一つのものを協力して作り上げることの大

変さと、それができあがったときの喜びを学

びました。館女に、そして生徒会に入って本

当に良かったと心から思っています。

学校説明会などでも、生徒会の活動が見ら

れると思うので、ぜひ来てください！

副会長 平川 寛弥（太田東中出身）

☆ スタイルが良く、的確なツ

ッコミと明るい笑顔で生徒会

をまとめるお姉さん的存在で

す。しっかり者で、会長の頼

れる“右腕”です。

デザインやイラストを描くのがとても上手

で、学校説明会で生徒会が配る『館女ＡtoＺ』

にもたくさん載っているので、ぜひ学校説明

会に来てください！（by 悦子）

★ 生徒会副会長の平川寛弥です。

昨年度、三年生の先輩方と一緒に生徒会活

動をして、学校生活や行事の盛り上げ方など

を学ぶことができました。先輩方から学んだ

ことや自分たちの経験を活かして、新しいメ
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ンバーで大好きな館女をもっと盛り上げてい

きたいと思っています！

副会長 木村 悦子（館林一中出身）

☆ 「ハッキリ、キッパリ」と

いう言葉がぴったりの彼女は

他人の意見を尊重しつつも自

分の意見をハッキリ言うしっ

かり者で、もしかしたら私たち先輩よりも意

見を言っているかも?! というくらいの頼れ

る後輩です。（by 梨里佳）

★ 私は生徒会以外にも、マンドリン・ギター

部に所属しています。生徒会との両立は大変

ですが、周囲の人に支えられながら毎日充実

した学校生活を送ることができています！

中学生の皆さん！ 志望校が決まっていな

い人、館女に今は興味がない人も、館女の学

校説明会とオープンスクールに参加してみて

ください！ みんなが楽しめるような内容に

なっていますよ!!

副会長 渡辺 美沙（館林二中出身）

☆ 「この子に任せれば大丈

夫！」そんなオーラが隠しき

れない彼女は、一歩後ろでみ

んなを見渡すことができる、

笑顔のかわいいしっかり者です。（by 杏樹）

★ 私が生徒会に入ろうと思ったのは、中学校

のときに入っていた生徒会がとても楽しかっ

たからです。館女の生徒会は中学のときより

も仕事がたくさんあるので、さまざまなこと

ができます。先輩たちもとてもおもしろいの

で、毎日楽しいです。館女の模範となれるよ

う、しっかり頑張っていきます。

（６月８日 生徒総会の様子）

８・９月 行事予定

２７（月） 大掃除・始業式

出願手続き説明会（３年）

第４回服装頭髪指導

２８（火） ３年後期課外開始

第２回校内学力テスト

自転車点検

３１（金） １年進路講演会（６・７限）

１（土） 土曜課外（全学年）

３（月） 第２回教育相談週間（～７日）

下校指導

４（火） ３年進路用写真撮影

１・２年着こなしセミナー（７限）

５（水） 第２回読書週間（～１１日）

下校指導

６（木） 下校指導

８（土） ３年第２回小論文テスト

第３回看医模試

９（日） 土曜課外（３年）

１０（月） 下校指導

１１（火） ３年センター試験出願説明会

１２（水） 下校指導

１３（木） 下校指導

１４（金） 第２回マナーアップ運動

２年修学旅行説明会（５～７限）

１５（土） 土曜課外（全学年）

１６（日） ３年第１回ﾍﾞﾈｯｾ駿台マーク模試

１７（月） 敬老の日

１９（水） 体育祭

２０（木） 代休

２２（土） 学校説明会

２３（日） 土曜課外（全学年）

２４（月） 体育祭予備日

２６（水） 献血

２７（木） 大掃除・安全点検

２９（土） 土曜課外（３年）


