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特集１ 『女 子 ボ ク シ ン グ』

ボクシング部顧問 三橋 淳

館林女子高校には「ボクシング部」がありま

す。全国の女子高校で「ボクシング部」がある

のは本校だけです。女子ボクシングには「演技

の部」と「実戦の部」があります。「演技の部」

は空手で言うところの「型の部」です。５年前、

館女では「演技の部」だけを考えて「ボクシン

グ同好会」がスタートしました。「演技の部」で

あればボクシング特有の怪我を心配することも

なく、気軽に運動するのには最適だと考えたか

らです。５年前初めて女子ボクシングの全国大

会に出場しました。そこは私の考える世界とは

全く異なり、「これは女子？」と疑う世界でした。

女子ボクシングの世界では正式にオリンピック

競技に認められ、本気でオリンピックを目指し

ている女子選手が急増しています。現在館女で

は「演技の部」と「実戦の部」両方の練習を行

っています。オリンピックを目指すにはまだま

だ未熟ですが、近い将来館林女子高校ボクシン

グ部から日の丸を背負う選手が輩出できたら嬉

しいなと考え、日々練習に取り組んでいます。

今後とも応援よろしくお願いします。

『ボクシングを通して』

２年５組 新井 夏奈子 （邑楽中出身）

私がボクシング部に入った理由は、新しいこ

とに挑戦したかったのと、運動部の中では休み

が多くて勉強と両立できると思ったからです。

あまり考えずにボクシングを始めましたが、ボ

クシングに入り本当に良かったと思っています。

ボクシングの練習はとてもハードで辛いこと

もたくさんあります。でも、練習後の達成感は

気持ちの良いものだし、何より試合で勝った時

は最高の気分です。少しずつ努力を積み重ねて

いくことが大切だと分かりました。

また、ボクシング部では常に周りを見て自ら

行動することを学びました。強い選手には当た

り前に出来ることですが、私はそういうのが苦

手で自分勝手でした。それが、ボクシング部に

入って少し変わることが

出来た気がします。

将来、どんな仕事をす

るにしても、ボクシング

を通して学んだことを最

大限に生かしたいです。

『岩手遠征を終えて』

２年４組 大川 葵（毛里田中出身）

７月に岩手での大会出場してきました。練習

でスパークリングはやりますが、他県へ行って

同じ階級の女子選手と試合をするのは初めてで

した。この大会に出場して、岩手県は群馬県と

違い、女子ボクシングが盛んだと思いました。

群馬県でも少しずつ女子選手の数も増え、盛り

上がってきていますが、まだまだ女子ボクシン

グ人口は少ないです。

館女ボクシング部は日本唯一の女子校ボクシ

ング部で、よく珍しがられます。今回、岩手に

行った時も、色々な方が声をかけてくれんまし

た。今回の大会出場は、全国大会に向けて、と

ても良い経験になり

ました。こうした機

会を重ねて少しずつ

「館女ボクシング部」

のことを知ってもら

い、有名になってい

けたらうれしいです。

特集２ 『ソ ロ コ ン テ ス ト』

『豊かな音楽表現で会場を魅了』

吹奏楽部顧問 島田 聡
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５月１３日に大泉町文化むら大ホールにて、

群馬県東部地区ソロコンテストが開催され、本

校からは甘利彩花さん（３年：城東中出身）が

出演した。演奏曲目は、J.カーナウ作曲の『ユ

ーフォニアムのためのラプソディー』で、見事

金賞を受賞し、県大会への切符を手にした。

その県大会は、ベイシア文化ホールの小ホー

ルで６月１０日に開催され、地区大会を勝ち抜

いた１９名の高校生が実力を発揮しレベルの高

い演奏を聴かせた。甘利さんも、ピアノ伴奏と

の息のあった演奏で、「豊かな音楽表現が素晴ら

しい」と審査員の講評をいただき、銅賞を受賞

した。

『大好きな ユーフォニアム』

３年５組 甘利 彩花（太田城東中出身）

私は、中学生の頃から吹奏楽部に入部し、中

学３年生の時に初めてソロコンテストに出場し

ました。

私の担当している楽器は、ユーフォニアムと

いう金管楽器で、大きく重量感があり、それに

伴った肺活量が必要となるため、体力的にも大

変なところがありました。

今回参加したソロコンテストでは、自分ので

きることを自分なりにやろうという気持ちで望

みました。それは自分の限界をつくるのではな

く、中学生の時よりもさらに成長をしようとい

うことです。

地区予選では金賞と県大会への切符をいただ

きましたが、県大会では銅賞でした。自分の実

力を身に染みて感じましたが、このコンテスト

の結果を振り返り、これからもっと成長できる

ように頑張ろうと思えました。また、そう思え

たのは先生を始め友達や家族の支えがあったか

らです。

今回のソロコンテストの経験をいかして、今

後の音楽活動につなげていきたいです。

特集３ 『合唱コンクール』７／１１

『夢にまで見た最優秀賞』

３年１組担任 栗原 佳津枝

最優秀賞の発表で「3年1組」と聞いたとき、

子ども達と共に年甲斐もなく大絶叫してしまい

ました。こんなに心から喜んだのは何年ぶりで

しょう。本当に、心の底から取らせてあげたか

ったこの賞が頂けたことに感謝いたします。今

年から1組の担任になりましたが、一番驚いたこ

とは、この合唱コンクールにかける想いの強さ

です。今年こそは賞を取りたい、あのアンコー

ルのステージで歌いたい…そんな想いを大変強

く感じました。実行委員を中心にいち早く選曲

し、吹奏楽部を中心に曲をしっかり読み込み、

指揮者・伴奏者の指導のもと丁寧に歌いこんで

いきました。一人一人が自分の役回りを考え、

互いに協力して『信じる』という曲を作り上げ

たのです。文字通り、みんなで信じ合えたから

こそ作れた音。3年間同じクラスで、紆余曲折を

乗り越えてきたからこそ生まれた“絆”が生ん

だ3年1組の『信じる』だったと思います。最高

の思い出をありがとうございました。

『１組の絆』

３年１組 山﨑 真利菜（館林一中出身）

私たちのクラスは３年間一緒で、１年生の時

は銀、２年生の時は何も賞がとれず、今年こそ

はと、みんなが賞を狙っていました。最初はな

かなかクラスがまとまらず、このままではダメ

だ…と焦る気持ちと不安な気持ちでいっぱいで

した。でも、だんだんみんなが協力してくれる

ようになり、本番では今までで一番の最高な合

唱だったと思います。不安だった時に励まし、

元気づけてくれたみんな、協力してくれた先生

方、他にも支えてくれたたくさんの人たちに本

当に感謝しています。 私が合唱コンクールを

とおして学んだことは、一番大切なのは仲間の

絆だということです。ときにはぶつかり合って

たくさん泣いたりもしましたが、この４１人で

なければ最優秀賞は取れなかったと思います。

練習するたびにお互いが指摘し合えて、クラス

みんなで成長す

ることができま

した。大変なこ

とはいっぱいあ

りましたが、１

組の絆を再確認

できた素晴らし

い合唱コンクー

ルでした。

『結果より過程を褒めたい』

２年５組担任 宮本 泉

２年５組は、森山直太朗の『虹』を合唱し金

賞を頂いた。しかしその結果より、そこに至る
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までの過程が素晴らしかった。生徒たちは主体

的かつ積極的に取り組んでいた。担任の仕事は

楽譜の手配だけで、あとは全部生徒たちがやっ

た。各パートと合唱のお手本をＣＤにしてくれ

た川島海音さん。ＣＤデッキを持参してくれた

倉持麻綾さん。ソロのプレッシャーもあるだろ

うに、合唱を聴いてはアドバイスしてくれた小

林史奈さん。練習前にざわざわして落ち着かな

い全員を一喝し、静かにさせてくれた新井夏奈

子さん。上手な指揮でみんなをリードしてくれ

た時﨑佳南子さん。難しい伴奏を猛練習で弾き

こなした金子裕慧さん。練習中オルガンをこい

でくれた栗原菜摘さん。そして、気づいたこと

はお互い注意し合い、アドバイスを素直に受け

いれ改善していったクラスのみんな。完成度を

高めようと団結して努力をしているのが伝わり、

嬉しくまた頼もしく思った。努力は必ず成長に

つながる。努力できる自分を信じ、今後も様々

なことに挑戦して欲しい。

『合唱コンクールを終えて』

２年５組 毛塚 愛 （館林三中出身）

歌うことが楽しかったので、練習は好きでし

た。一生懸命歌うと、こんなに楽しいんだなあ

と学びました。みんなの声が合わさったときは

ドキドキしました。指揮者に合わせて強弱や入

り方がピタッと合ったときには達成感がありま

した。もっと歌いたかったなあと思いました。

本番前は緊張して手がしびれていました。それ

だけ頑張って練習したんだなと実感しました。

声がうまく出なくて、悔しかったです。もう一

度歌わせて欲しいと思いました。金賞は嬉しか

ったけど、ベストではなかったのが悔しかった

です。

また、特別支援学校の生徒さんの演奏は、素

晴らしかったです。館女生に発表するために頑

張って練習してくれたんだなと思うと、とても

嬉しかったです。素直でまっすぐな歌声は心に

深く響きました。私たちは金賞だ銀賞だと騒ぎ

ますが、順位なん

て、と思わせまし

た。音楽っていい

なあと感じました。

発表をしてすぐ帰

ってしまって残念

でした。また交流

したいと思いました。

『１年５組金賞への軌跡』

１年５組 藤木 理都（大泉南中出身）

１年５組は明るく、思いやりの心を持ってい

る良いクラスです。４月から生徒４１人＋先生

２人の、合計４３人で発足した私たちは、仲が

よくなるのが早く、入学してから１週間後には

仲間としての絆ができ始めました。そんな５組

にとって全員が協力して取り組む最初の行事が

「合唱コンクール」でした。１回目の練習から

金賞を目標に一人一人が真剣に取り組みました。

練習の回数を重ねるにつれ、どんどん上達して

いき、本番直前には美しいハーモニーが出来上

がりました。合唱委員を中心に強弱やハミング

の練習もして良い雰囲気のまま本番に臨みまし

た。心を一つにして今までの練習の成果を発揮

できるように、全力を尽くしました。そして緊

張の結果発表。なんと金賞と審査員特別賞を受

賞しました。クラス名が呼ばれたとき、みんな

大喜びして感動を分かち合いました。私たちは

この合唱で仲間と

の絆を深めること

ができました。こ

れからも５組らし

く真面目で明る

く、そして何事に

も全力で取り組ん

でいきたいと思い

ます。

特集４ 『関東大会出場 陸上競技部』

『関東大会（陸上競技）を終えて』

陸上競技部顧問 瀬山 亮

今年の関東大会は群馬県で６月に開催されま

した。本校からは４００ｍに１名出場すること

が出来ましたが、結果は予選敗退でした。 記

録的に苦しい展開になることは予想できました

が、入賞に手の届く力は十分にあったと思いま

す。しかし、春先から怪我に悩まされ、万全の

状態で関東大会に臨ませることが出来なかった

は顧問である私の力不足だと思っています。ど

んなに力のある生徒であっても、本番に体調を

万全に整え戦えなければ、結果はもちろんのこ

と悔いの残る結果になってしまいます。日頃か

ら学業との両立で頑張っている生徒が、満足の

いくレースが出来るよう今後は気をつけていき

たいと思います。 陸上競技は個人競技です。
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練習はとても単調でゲーム性のない競技です。

だからこそ、一人では強くなれないし、記録を

伸ばすことは出来ません。部員全員が他者を尊

重し、そして良きライバルとし、切磋琢磨し強

い心を持った人間になれればと思っています。

『関東大会に出場して』

２年３組 恩田 亜椰（館林四中出身）

私は六月に前橋で行われた関東大会に出場し

ました。中学生の時から関東出場を目指してい

たので、うれしく思いました。しかし、これで

満足してはいけない、インターハイに行く気持

ちで挑みました。体調は万全ではありませんで

したが、今自分が出せる力で走りました。不安

と緊張の成果、結果は予選敗退してしまい、自

分の納得できるレースが出来ませんでした。気

持ちで負けていたら、ライバルに勝てるわけが

ありません。私は自分が情けなく、とても悔し

い思いをしました。けれども、自分が目指して

いた舞台に立つ事が出来たことで、陸上部の仲

間、先生方、家族など、たくさんの人々がいつ

も私を支えてくれていることに気づき、その大

切さを学びました。

今後は、心身ともに強くし、個人では関東大

会はもちろん、インターハイに出場して、支え

てくださる皆さんに恩返しできるよう頑張ろう

と思います。そして、個人種目だけでなく、リ

レーでも関東大会出場を目指していきたいと思

います。

(速報！)

第２０回 ニュージーランド

語学研修 参加者募集中！

日時：２０１３年３月６日（水）～１６日（土）

場所：ニュージーランド（プケコヘ高校）

内容：ホームステイ・プケコヘ高校での授業参加

オークランド・ロトルア観光など

今年度は、記念すべき節目の「第２０回」となります。

ぜひ、多数の参加をお待ちしております！

なお、詳細については、英語科職員：石井千裕先生か

坂本早矢香先生に聞いてください！

１０月 行事予定

１（月） 中間テスト１日目：更衣

２（火） 中間テスト２日目

３（水） 中間テスト３日目

第５回服装頭髪指導

看護系救急法講習会

５（金） 特別公募推薦会議

１・２年 後期課外開始

６（土） ３年第３回全統記述模試

１・２年 後期土曜課外①

８（月） 体育の日：３年 後期土曜課外⑥

９（火） 情報モラル教室（７限）

※ 45分授業

１０（水） 第１回ブックトーク

１１（木） 第２回ブックトーク：職員会議

１２（金） 東毛地区PTA協議会

１３（土） ３年ﾍﾞﾈｯｾ駿台記述模試

１４（日） ２年修学旅行：英検１次試験

１５（月） ２年修学旅行

１年キャリア研究訪問

１６（火） ２年修学旅行

１７（水） ２年修学旅行

１８（木） ２年修学旅行代休

２０（土） ３年第３回全統マーク模試

１・２年 後期土曜課外②

PTA視察研修旅行（法政大）

２２（月） ワックスかけ ※ 45分授業

２３（火） ２年 進路講演会（６・７限）

２４（水） ２７日（土）の代休

２５（木） 大掃除：安全点検：職員会議

２６（金） 第２回進路希望調査

２７（土） オープンスクール

２８（日） 県民の日：３年 後期土曜課外⑦

２９（月） 第２回学習量調査（～11/4）


