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特集１『水泳部 関東大会』7/23～26

『第63回関東高等学校選手権水泳競技会』

水泳部顧問 今井 亮臣

一秒がこれほど長い時間と感じたことはない。

選手の手がタッチパネルに届いた瞬間、プール

サイドからタイムの刻まれる電光掲示板に目を

移すとそこには普段は意識もしないわずかな瞬

間の中で戦いが行われていた。今回出場した関

東大会は、予選会から全国大会出場の期待が大

きかったが、あとわずかのところで届かなかっ

た。選手は日頃からこの日のために毎日練習に

励んできた。練習だけでなく、勉強や食生活の

管理、メンタル面の強化にも精一杯努めてきた。

そうして積み重ねてきたものが一瞬で決まって

しまうから勝負は怖い。努力なしに結果が出る

ことはないが、こうして努力をしてきたにもか

かわらず結果が出ないことも残念ながらあるこ

とを痛感させられた。

苦い経験はこの先大きな武器になり、悔しさ

は大きなエネルギーになる。まだ全員にチャン

スは残されている。来年こそ自己記録を大幅に

更新し、全国大会へ出場できるよう期待したい。

『関東大会を終えて』

２年４組 須藤 亜湖（板倉中出身）

私はインターハイの予選である関東大会に出

場しました。今まで様々な大会や合宿に参加し、

日々の辛い練習にも耐え、一生懸命頑張ってき

ました。ところが、先日の大会ではインターハ

イ出場の標準タイムが切れていたのに、いざ本

番となると、今までつけてきた自信よりプレッ

シャーによる不安の方が大きくなってしまい、

自分のレースができず、実力を出すことができ

ませんでした。結局、自分のメンタル面の弱さ

がレースを左右し、インターハイ出場の切符を

手にすることができませんでした。

まだこれから

大きな大会がい

く つ か あ り ま

す。さらに記録

を上げていかな

ければなりませ

ん。関東大会で

痛感した屈辱を

胸に、日々の練習に励みたいと思います。

最後に、私がこのように水泳ができる環境を

つくってくださった方々、応援してくださった

校長先生をはじめとする学校の方々、ありがと

うございました。

『関東大会を終えて』

２年６組 大澤 美紀（館林二中出身）

私は水泳の関東大会に出場しました。今年の

開催県は群馬県で、沢山の先生や生徒、地元の

方が大会をサポートしてくださっていました。

いつもの泳ぎ慣れたプールだったので、とても

泳ぎやすかったです。しかし、目標としていた

インターハイ参加タイムを切ることはできませ

んでした。今回のレースで様々な改善点を見つ

けることができたので、これからのレースに繋

げていきたいです。さらに、この大会を通して

沢山の方から応援や励ましの言葉をいただき、

とても嬉しかったです。来年の夏に向けて、こ

れからも精一杯練習に取り組んでいこうと思い

ます

『関東大会』

２年６組 中村 海咲恵（館林二中出身）

私は関東大会で自己ベストを出したいという

目標があったので、毎日の練習にも一生懸命取

り組んできました。腰を怪我しているので練習

ができない日もたくさんありましたが、コーチ

や同じチームの仲間が支えてくれて前向きにな
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ることができました。関東大会で自分のレース

が近づくにつれてとても緊張しましたが、本番

ではリラックスして泳ぐことができました。ベ

ストではなかったけれど課題の見つかるレース

だったので、これからは、いつでもベストが出

せるように練習に頑張ろうと思いました。とて

も良い経験ができました。

『少し違った関東大会』

２年３組 景山 稚子（板倉中出身）

高校生活も２年目になり、新しく１年生の後

輩も入ってきました。とはいっても、全然見た

ことがないわけではなく、スイミングクラブの

大会で顔見知り程度にはなっていたので、すぐ

に打ち解けました。今年は関東大会が群馬県で

開催されたので、慣れた場所でとても気が楽だ

ったように感じました。私は出る予定がなかっ

たので、補助役員とマネージャーを任されまし

た。正直、これまで常に選手の立場だったので、

どのようなサポートをみんなにしたらいいのか

分からず、たくさん迷惑をかけてしまった部分

もあったと思います。しかし、みんなはそのこ

とを責めなかったので、次はしっかりしようと

気を引き締めることができました。来年は最後

なので、何もかもが悔いのない時間になるよう

に頑張っていきたいです。

『関東大会を終えて』

１年３組 加村 友里恵（休泊中出身）

高校で初めての関東大会はとても良い経験が

できたと思います。今年は群馬県で開催され、

泳ぎ慣れている場所でしたが、いざ本番となる

と緊張してしまい、あまり納得できるレースを

することができませんでした。今後は、こうい

った大会でも良い結果が出せるようにこれから

の練習や大会でもっと自信をつけていきたいと

思いました。また、憧れの選手を間近で見るこ

とにより自分を見直す良いきっかけになったと

思います。この関東大会で得た経験を生かして、

いっそう練習に励んでいきたいです。そして、

来年の関東大

会ではより良

い記録で泳ぎ、

少しでも上位

に入れるよう

に頑張りたい

です。

特集２ 『箏曲部 演奏会』

『日本伝統芸能の継承』

箏曲部顧問 益子 千里

7月15日(日)に足利市草雲美術館、7月20日(金)

に足利市役所で演奏をさせていただきました。

今では珍しくなった日本の伝統芸能・文化。お

琴や三味線は、館林の他にも近隣の市や町で、

これからの世代に伝統を残そうと盛んに活動が

なされています。日本古来の楽曲をお琴で奏で

る生徒たちの姿に、たくさんの方々が耳を傾け、

喜んでくださいました。館女の伝統ある箏曲部

をたくさんの方々に見てもらういい機会となり、

また、生徒たちにとっても、演奏技術の向上・

文化の継承という面でよい刺激になったと思い

ます。

『箏曲部演奏会』

３年２組 武藤 亜依（大泉西中出身）

こんにちは。箏曲部です。私達は７月２０日

（金）に足利市役所で演奏会を行いました。平

日ということもあり、会場に足を運んでくださ

る方がいるのかという不安な気持ちもありまし

たが、実際には多くの方々が集まってください

ました。また、この発表が３年生の最後の舞台

であったため、放課後の暑い中、汗を流しつつ

毎日練習を積み重ねました。部員１１名と少人

数ですが、その分学年が違う部員との距離も近

く、楽しく活動できました。今回は「六段の調

べ」という有名古典曲から、「未来へ」「ありが

とう」「少年時代」「君をのせて」など皆さんも

よく知るＪ－ＰＯＰ曲まで様々な曲を演奏しま

した。そして、演奏終了後は温かい拍手につつ

まれながら、充実した気持ちでいっぱいでした。

最近では発表する機会も徐々に増えてきてい

ます。私達の演奏で少しでも日本の伝統音楽の

魅力をお伝えすることができたら嬉しいです。
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特集３ 『アーチェリー部の活躍』

『インターハイ予選について』

アーチェリー部顧問 坂本早矢香

「アーチェリーがしたいから館女に来た。」

インターハイ予選でもある県選手権大会が６月

１６日（土）安中市スポーツセンターにて行わ

れました。成績は団体第３位となり、惜しくも

インターハイ出場を逃しましたが、悪天候の中、

最後の１射まで集中していました。アーチェリ

ーは最長７０ｍの距離から的の中心を狙って矢

を放つ競技です。自分で色や形を選んだオリジ

ナルの道具でプレーできるのも魅力です。また、

競技者がまだまだ少ない競技なので、上位の大

会に行くことも夢ではありません。しかしなが

ら群馬県のレベルはとても高く、競技する上で

非常によい環境であるとも言えます。１６日の

大会で３年生が引退となりました。部活を最後

までやり通したという達成感が彼女たちの涙を

見て伝わってきました。

『アーチェリーを通して』

３年３組 松倉 美優（館林三中出身）

私は館女に入学して初めてアーチェリーを始

めました。最初は軽い気持ちでこの部活に入り

ましたが、進めていくにつれて、アーチェリー

の奥深さや楽しさにはまっていき、自分を高め

ていくことができました。その結果、関東大会

に出場することができ、自己ベストのスコアを

出すこともできました。

アーチェリーという部活動を通して、私は集

中力と強い精神力を身につけることができまし

た。また、何事に対しても一つ一つの基礎を大

切にし、真摯な態度で日々の練習に取り組むこ

とで大きく成長できるのだと改めて気付かされ

ました。

この部で３年間活動して学んだことをすべて

自分の力にして、この先頑張っていきたいです。

他 で も

な い 、 ア

ー チ ェ リ

ー 部 に 入

っ て 本 当

に 良 か っ

た で す 。

特集４ 『英語弁論 関東大会出場』

『東甲信越静地区高等学校国際教育研究協議会英語弁論大会

群馬県予選会優勝・関東大会出場』

英語科主任 石井 千裕

３年５組の阿部愛香さん（館林三中出身）は、

６月２２日、県立伊勢崎高校で行われた英語弁

論大会で見事優勝し、群馬県の代表に選ばれま

した。これによって、阿部さんは長野県で行わ

れた関東大会（ビデオ録画による審査）に進み

ました。以下にスピーチの内容（発表は英語）

を紹介します。

英語は世界語だ。英語が話せれば多くの外国の人

々とコミュニケーションを図ることができる。私には夢

がある。英語に関連した仕事に就くことである。そのた

めに、まず留学し英語をマスターしたい。

次に外国の文化を経験し、外国の文化を知ると同

時に、日本の文化について発信したい。

最後に外国の人々の考え方を学びたいと思ってい

る。外国の人々とのコミュニケーションを通して、様々

な考え方を学びたい。

私たちの社会はグローバル社会と呼ばれている。そ

の鍵を握っているのが英語である。私は英語を使っ

て、日本と外国の橋渡しができるようになりたいと思

う。 Thank you!

自分の将来について意欲的な

抱負を語った阿部さんのスピー

チは高い評価を頂きました。

特集５ 『囲碁(個人) 全国大会出場』

『全国大会に参加した感想』

１年４組 青柳 萌花（館林四中出身）

私は、高校生になって初めて県代表になりました。

「県代表戦に参加した生徒は全国で四千人いるけれ

ど、県代表になれたのはその中の四十人ほどしかい

ない」と司会の人が話しているのを聞き、自分がこ

の大会に出場できることがどれだけすごいことなの

か、改めて感じました。これまで、様々な大会に出

てきましたが、今回は「県の代表」であり「館女の

代表」として出場するので、いつも以上に緊張して

しまいました。それでも、自分らしい碁が打てたと

思います。結果は一勝二敗という残念なものでした

が、本年度の全国大会第二位の人と打つことができ

たので、とても嬉しかったです。

もっと勉強して、関東大会も

頑張りたいです。
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特集６『新生徒会役員紹介』その２

書記 安樂岡 真実（館林一中出身）

☆ 真実先輩は、とてもマジ

メです。そして、いつもお

にぎりを食べています。た

まに顔に似合わず“毒”を

吐きますが、不思議な愛嬌

のある、かわいい先輩です。（by 璃理子）

★ 初めまして、書記の安樂岡です。生徒会活動も

二年目を迎え、新たなメンバーとともに、大好き

なお米（梅入りおにぎり）を片手に、毎日をにぎ

やかに過ごしています。課題はたくさんあります

が、一つ一つ仕事をこなして、より良い館女を作

り上げたいと思っています。ぜひ入学して、一緒

に館女を盛り上げていきましょう！皆さんの入学

をお待ちしています。

書記 石井 実乃莉（館林一中出身）

☆ みのりちゃんは、とても

気が利いて、笑顔がすごく

ステキな、カワイイ後輩で

す。ギターが弾けるところ

がさらにGood!! （by 寛弥）

★ 私が生徒会に入りたいと思ったのは、宿泊オリ

エンテーションで先輩の姿を見てからでした。単

純な「この人たちと仲良くなりたい！」という

思いが、いつの間にか「生徒会に入る！」という

決意に変わっていたのです。生徒会に入ってから

は、学校のため、全校生徒のためにやる仕事が多

く、とても充実しています。失敗して落ち込むこ

ともありますが、みんなで協力して頑張っていま

す！志望校が館女の人はもちろん、生徒会に興味

がある人も、学校説明会やオープンスクールに参

加してくださいね。

書記 豊島ニコリ（大泉南中出身）

☆ 穏やかで清楚なハーフ美

少女、ニコニコニコリー！

日本語＆英語＆ポルトガル

語が話せる“バイリンガー

ル”です。（by 麗音）

★ 館女の生徒たちはみんな明るく元気で、誰にで

も親切な素敵な人たちがいっぱいいます！ そん

な人たちがより良い学校生活を送れるために力に

なりたいと思ったのが、生徒会に入ろうと思った

理由です。皆さんも、私たちと一緒に館女で楽し

い高校生活を送りませんか？

会計 橋本 梨里佳（足利市立山辺中出身）

☆ りりー先輩は、何といって

も声が素晴らしいです。声優

さんと間違えてしまうくらい

の演技力！ ユーモアのセン

スもあって、一緒にいるだけ

で自然と笑顔になれちゃいます。（by ニコリ）

★ 生徒会本部役員の中で唯一、県外（栃木県）か

ら来ていますが、大変ということはなく、楽しく

活動しています。たくさんの仕事をこなしながら

勉学や部活動と両立させるのは、少しばかり大変

なところもありますが、生徒会のメンバーが皆、

互いに協力し合って、日々楽しく頑張っています。

皆さんの一度しかない高校生活が充実したもの

となるように心から願っています。

会計 小林 璃理子（館林一中出身）

☆ あなたの近くにいません

か？ 「低身長で高性能!!」

「飛び散る笑顔のキラキラ

少女！」 それは小林璃理

子ですよ！（by 実乃莉）

★ 私が生徒会に入った理由は、「何か新しいこと

にチャレンジしたい！」と思ったからです。中学

生のときは何かの先頭に立ったりはしないタイプ

でしたが、館女の生徒会の先輩方が活動している

姿を見て、「私もあんな風に人の役に立ちたい！」

と思い、生徒会に入りました。

生徒会に少しでも興味があったり、「高校生に

なったら新しいことがしたい！」と思っている中

学生の皆さん、私たちと一緒に館女を盛り上げま

しょう!!

会計 早乙女 麗音（多々良中出身）

☆ 仕事が早くていつも元気！

表情豊かでかわいいれおん！

足も速くて完璧な女の子だ

よ！（by 美沙）

★ こんにちは!!! 私が生徒会に入った理由は、

生徒会の先輩方にあこがれているからです。館女

の生徒会は忙しいけれど、楽しくやっています。

そして、大変だけど、すごくやりがいがあります。

これからは、あこがれている先輩を目標に頑張り

たいと思います。

館女の生徒会はとてもおもしろいです!! 興味

を持った方は、ぜひ学校説明会やオープンスクー

ルに来てください！


