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特集１ 『県高校 吹奏楽コンクール』

『来年こそ！新しいステージへ』

吹奏楽部顧問 島田 聡

８月４日、前橋市にあるベイシア文化ホール

は吹奏楽に汗を流す高校生たちで溢れていた。

もちろん本校の５４名の部員もその渦の中にい

た。吹奏楽コンクールA部門は、５５名の制限人

数で強豪校がひしめく部門。本校は３回目の出

場で、まだまだ挑戦者である。

持ち時間はたった１２分、課題曲と自由曲を

１曲ずつ演奏する。今年の自由曲は、マスカー

ニ作曲のオペラ『カヴァレリア・ルスティカー

ナ』からの抜粋。豊かな感情表現と柔らかい音

色が要求されるため、最終調整の１週間はとに

かく歌った。練習時間の大半を実際に歌うこと

に割き、オペラの主人公の気持ちや音程感、曲

想を、心に体に焼き付けた。会場に向かうバス

の中でも歌った。

そしてステージへ。２０００人を収容する客

席を包む音楽は、女子高らしい柔らかさと気品

に満ちたものだった。そして、「館林女子高等学

校 銀賞！」という審査発表。２２校の中で６

位へ入る大躍進だった。嬉しくも悔しい銀賞で

ある。しかし、晴れやかな部員の顔には、着実

に『館女サウンド』がステップアップした証が

見えた。

『最高の１２分』

３年３組 奈良 美穂（明和中出身）

私たちは、８月４日にベイシア文化ホールで

行われた群馬県吹奏楽コンクール高校Ａの部に

出場しました。Ａの部に出場し始めて三年目と

なる今年こそ、上位大会への切符を勝ちとりた

いという強い思いを持ち、暑い中練習に励んで

きました。ステージはたったの１２分間。今ま

での汗と涙がつまった１２分間でした。結果は

銀賞。最下位に近かった昨年からの大躍進で、

嬉しい反面、あともう一歩のところで念願の金

賞に手が届かなかった悔しさも滲みました。し

かし、学校に帰ってから自分たちの演奏を聴い

た時、涙が止まりませんでした。初めて自分た

ちの演奏で感動し、そこで悔しさは不思議とな

くなりました。改めて音楽の素晴らしさを感じ

た瞬間でした。部長として辛いこともありまし

たが、顧問の島田先生を始めとしてお世話にな

った多くの方々、部員のみんな、そして吹奏楽。

素敵な時間をありがとうございました。

特集２『インターハイ出場 ボート部』

『インターハイを終えて』

ボート部顧問 金田 俊介

８月２～５日、新潟県阿賀町において、イン

ターハイのボート競技が開催されました。１年

前の水害で開催も危ぶまれた場所ですが、関係

者の方々のご尽力で大変素晴らしい会場となり、

感謝の気持ちで一杯になりました。本校からは、

シングルスカル、ダブルスカルの２種目で出場

しました。連日の猛暑で救急車が出動する様な

中、生徒は必至でレースに取り組みました。ダ

ブルスカルは残念ながら準々決勝で敗退しまし

たが、シングルスカルは、決勝まで進み全国４

位になることができました。部員達は、特別、

体が大きいわけでも、体力が優れているわけで

もありません。明確に目標を決め、それに向け
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て真摯に取り組んだ結果だと思います。毎朝６

時からの練習に始まり夜遅くまでよく頑張った

と思います。また、そんな彼女達を陰ながら応

援して下さった保護者の方々、先生方に改めて

感謝申し上げます。10月には国体も控えている

ので、さらに高みを目指して頑張りたいと思い

ます。

『インターハイについて』

２年５組 栗原菜摘（木崎中出身）

私たちボート部は８月１日（水）～５日（日）の

５日間、新潟県立津川漕艇場で開催された第６０回

全日本高等学校選手権漕艇大会に出場しました。

私は先輩とダブルスカルに出場しました。結果は

準々決勝敗退という結果で終わりました。自分たち

にミスがあり残念な結果でした。残り１日あったの

で、その中でも自分たちにプラスになるようなクル

ーの漕ぎを見学しました。自分の漕ぎと比較しなが

ら、今後の練習に生かせるよう１日を過ごしました。

次は国体です。先輩たちの最後の大会です。良い

結果を残せるよう頑張り、そして悔いのないよう全

力で漕いできたいです。

『インターハイを振り返って』

３年４組 小島明穂（千代田中出身）

今回私は最後のインターハイをダブルスカルの部

で出場しました。結果は準々決勝敗退というもので

した。私はこの大会でたくさんのことを学びました。

また、後悔することもたくさんありました。これか

らはより一層、今まで以上に一つ一つのレースを大

切にして、悔いの残らないように自分たちの力を精

一杯出し切り、この秋に行われる国体では結果を残

したいです。次こそは結果を残したい、次こそは先

生、仲間、両親、今まで関わってきてくれた人たち

に喜んでもらいたい。そんなふうに思えるインター

ハイでした。

『インターハイについて』

３年６組 小幡紗千（館林二中出身）

私たちボート部は県内に２校しかないため、毎年

県予選を行わずインターハイに行くことができま

す。それなので県予選を勝ち抜いてきた他県のクル

ーには「絶対負けられない」という気持ちで、一本

一本レースをしてきました。私は一人で漕ぐシング

ルスカルで出場しました。予選、準々決勝、準決勝

と勝ち進め、決勝まで行くことができました。私は

「決勝まで行く」と言ってはいたものの、実際、自

分にそこまでの自信はありませんでした。ここまで

来られたのも、今まで指導してくださった先生方や、

サポートをしてくれた補助の友達、応援してくださ

った保護者の方々がいたからです。レースの時は一

人で漕ぐしかありませんが、みんなの支えがあって

の時間だと改めて感じました。最後のインターハイ

で結果が出せて良かったです。

特集３『キャリアアドバイザー』講演会

『夢実現・進路プラン』

進路指導主事 森 義仁

本校ではNPO法人理事で、ぐんま若者サポート

ステーションで若者の就労のサポートをしていらっ

しゃる中澤由梨先生を講師に、「働く自分を考えて

みよう－キャリア研究訪問を前にして」と題して、

ご講演いただきました。

先生は冒頭で、「将来街角で偶然友人に出会って、

「今何やってるの？」と聞かれたときに、「何て答

えられたらいいだろう？」と生徒に尋ねました。こ

れが、『自分が将来どうありたいか？』を考える第

一歩であるということでした。

高校生の今、将来のために、準備できることとし

て、ストレスマネジメント（ストレスをうまく発散

する方法の習得）をうまく行うこと。また、プラン

ドハプンスタン（計画された偶然性）理論をうまく

自分のものにするための準備として、好奇心・持続

性・柔軟性・楽観性・冒険心（risktaking）が大切

であると話してくださいました。

特集４ 『着こなしセミナー』

『生徒の身だしなみ』

生徒指導主事 二ノ宮 和良

専門家の目線、社会人の目線で、生徒に「制

服の意味」や「着こなしの大切さ」を伝えるこ

とによって、服装のマナーを身につけさせるこ

とをねらいとして９月４日（金）に着こなしセ

ミナーを実施しました。

講演の内容は「制服について」、「人の見た目
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と印象」、「外見力を鍛えよう！」の３本の柱か

ら成り立っていました。

生徒の気づきとしては、次のことを期待して

います。

制服はオフィシャルウェア、個人の満足でな

く、周りがみてどう思うかが？大切なポイント

であること、また、制服を着るときのポイント

は、３Ｓ＝清潔、スッキリ、さわやかであるこ

と、そして第一印象はズバリ、制服の着こなし

で決まる。

館女の印象や価値を高めるためにも、生徒一

人一人が自覚して、制服の着こなし方を身につ

けよう。

『制服着こなしセミナーを聴いて』

２年２組 大津 仁美（明和中出身）

第１印象は“６秒”で決まってしまうなんて、

はじめて知り、すごく驚きました。やっぱり第

一印象は大切だと改めて感じました。今回の講

演を聴いて、見た目や外見の重要性を知り、私

も初対面の人と会うときには第一印象がよく見

られるよう、身なりをきちんと整えたいと思い

ました。

また、アメリカで制服を導入した学校の犯罪

数が激減しているデータを見て、制服を着るだ

けでこんなに人の気持ちが変化するなんてびっ

くりし、制服のすごさを知りました。

私達もあと１年すれば受験生です。それまで

に、清潔、爽やか、すっきりの「３Ｓ」を忘れ

ないようにし、制服をしっかり着こなせるよう

にしたいと思います。

たった一人のちょっとした行動が、学校の評

判にも関わってきてしまうので、自分の行動に

気をつけ、良いことは進んでやっていきたいと

思います。

『制服着こなしセミナーを聴いて』

１年２組 鈴木 紗季（太田城東中出身）

夏休みに入る少し前あたりから、私達１年生

の大部分の人がスカートを折って短くしている。

最初私は何で折るんだろうと思っていたが、最

近は短くしている方がかわいいし、みんな短く

しているから私も短くしたいなと思うようにな

ってきていた。しかし、今日の講演を聴き、制

服はオシャレをするために着るものではないし、

誰かが短くしていたのなら、それは館女全体の

評判になってしまうかもしれないので、私は絶

対にそういう人にはなりたくないと思った。

今回の講演を聴いて分かったことは、自分と大

人（周りの人）との感じ方の違いだ。スクリー

ンで映し出された３パターンのスカートの長さ。

私は真ん中の中位の丈が一番涼しそうで清潔そ

うに見えた。しかし講師の方は左側の一番長い

丈が一番キレイな着こなしだと言う。友人に聞

いたところ私と同じ意見だった。館女生の大半

は、私と友人のような考えだと思う。しかし、

大人から見て一番良い着こなしが社会では通用

すると思うから、私は入学式の時のようなきち

んとした服装で過ごしていきたい。もう一つ改

めて考え直させてもらったのは、私は館女生な

んだという自覚を持って行動しなければならな

いということだ。これは、制服を着ているとき

は特にそうであって、電車内で足を閉じたり、

大声でしゃべり過ぎないだとか、女性としての

品格も高めていかなければならないと思った。

学校は勉強と部活動を中心にやる所であって、

遊びに来ているわけではないから、制服や体操

着といった外見から変えて可愛くオシャレにな

っていくのではなく、社会に出てからも通用す

る女性としての美しさを内側から自分磨きをし

て出していきたいと思った。館女生みんなが同

じようなことを思って、スカートを長く、普通

に着ていてもそれが当たり前のように思える学

校、そして女性としてかっこいいと思われるよ

うな学校になったらいいなと思った。

特集５『県高校ソフトテニス新人大会』

『新チーム発進』

ソフトテニス部顧問 武田 富仁

９月１５日に個人戦、１６日に団体戦が高崎上並

榎庭球場で行われた。個人戦は本校から４ペア出場

した。米山（２年）・柳（１年）ペアがベスト３２

に入った。来春行われる総体地区予選免除の権利を

獲得した。どの学校もベスト３２を目標に今夏練習
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してきた。よくやってくれた。

団体戦は２回戦で前橋南に勝利し、３回戦は残念

ながら高崎女子に負けた。ベスト１６であった。高

崎女子は準優勝した。

現在部員は９名である。十分な部員数とは言えな

いが、各選手が自覚と責任感を持って取り組んでい

る。発展途上であるが、力をつけてきている。１１

月に再度関東インドア予選が行われる。それまでに

今以上に力をつけて、もう一つ高みを目指したい。

「感謝」「一所懸命」を心に刻みつけて一球を大

切にプレーしている。

『新人戦を終えて』

２年３組 米山 明華（多々良中学校出身）

９月１５日と１６日に新人戦の個人戦と団体戦が

行われました。個人戦では米山・柳ペアがベスト３

２に入り、総体の地区予選が免除になりました。東

毛では館女だけでした。勝ったときはとても嬉しか

ったです。でも次の試合は自分の思うようには打て

なかったのですごく悔しかったです。

団体戦ではベスト１６に入ることができました。

新体制になって初めての団体戦だったので不安と緊

張で一杯でしたが、部員一人ひとりが頑張ってベス

ト１６に入りました。

部員は９人と少ないですが、元気に声を出して頑

張っています。１１月の関東インドア予選ではさら

に上位を目指して頑張ります。感謝の気持ちを忘れ

ないで目標に向かって勝ち進みます。

特集６『東毛地区演劇コンクール』

『舞台という虚構』

演劇部顧問 増田 賢一

楽屋では、隅の鏡の前。うつむいて目を閉じ、

わりあてられた台詞を小声で繰りかえす小柄な

高校生。舞台の上では、砲撃の音の絶えない荒

野を横切る、ぬかるみだらけの道の上。自分よ

り上背のある負傷兵を背負い、怒気と悲壮のな

いまぜになった叫びで、血と涙と泥と火薬で汚

れた頬を震わせる従軍看護師。

そこはもちろん舞台の上であって、スクタリ

の野戦病院へ向かう道ではない。彼女はもちろ

んただの高校生で、クリミアの天使ではない。

舞台という虚構に、観客は何を求めるのか。何

を通して、何を見ているのか。

リチャード・バックは言う。「時として、虚構

の中に登場する人物の方が、肉体を持ち心臓の

鼓動する人々よりも、現実である。」
リ ア ル

すべてのキャストとスタッフは、脚本から託

された現実のメッセージを伝えるために純化さ
リ ア ル な

れた世界を、舞台の上に描き出す。今回の大会

で上演した『エンドレスサマーデイズ』の評価

は、優良賞に留まった。観客は、何を通して何

を見たか。虚構の舞台は、現実のメッセージを
リ ア ル な

伝えられたか否か。

『地区大会を終えて』

２年１組 秋山成美（邑楽南中出身）

私たち演劇部は、９月１３、１５、１６日に桐生

市中央公民館で行われた、平成２４年度群馬県高校

芸術祭演劇部門東毛地区大会に出場してきました。

唯一の大会ということもあり、三ヶ月ほど前に台本

を決め、部内オーディションをし、練習をしてきま

した。

演目は『エンドレスサマーデイズ』で、部員の一

人が執筆した物です。難しい内容で苦労した点もあ

りましたが、いい上演になったと思っています。

結果は優良賞で、県大会へ出場することはできま

せんでしたが、最後は全員が笑顔で終わることがで

きたので、悔いはありません。

もう大会はありませんが、予選会やスプリングド

ラマフェスティバルなどに向けて、これからもがん

ばっていきたいです。


