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特集 『体 育 祭』 ９／１９

『体育祭』

生徒会顧問 三橋 淳

９月１９日水曜日体育祭が行われました。館

林女子高校の体育祭は三年に一度のビックイベ

ントです。今年のテーマは「きゃわたんなんか

捨てちまえ!! わいるどだろぉ～?!!!」でした。

今年は例年以上に昼休みや放課後練習をする

団が多く、全ての団が盛り上がる中で当日を迎

えました。しかし、前日夜から当日朝にかけて

まさかの雨。当日朝７時、開催が危ぶまれまし

たが実行委員会は開催を決断。そこからの動き

は速かった。体育館で開会式を行い、体育科教

員を中心とする多くの先生方がスポンジで校庭

の水を除去し続けてくださったおかげで、一部

中止や順序の入れ替えはあったものの無事最後

まで実施することができました。

全種目終了時点で、団体総合得点は４団と６

団が６７０点で並びましたが、１位となった種

目数の多かった４団が優勝となりました。

各団同じカラーのＴシャツを身にまとい、学

年の枠を越えて応援する姿や，ときには団を越

えて応援する姿も見られ、大いに盛り上がる体

育祭となりました。ここでの団結力を活かし今

後の学校生活も頑張って欲しいと思います。

（中止された競技：１００ｍ競争）

『体育祭観戦記』

ＰＴＡ会長 景山 初女

朝の時点でかなり雨が

降っていたので予定通り

体育祭が行えるか心配し

ましたが、プログラムの

順番を変更し、体育館を

利用したりしているうち

に祈りが届いたのか、雨は上がり、無事すべて

の競技を行う事が出来ました。

３年に１度、つまり在学中には１度しか回っ

てこない体育祭。縦割りの団対抗戦なので勝敗

が決まる瞬間には歓声が上がり、一瞬一瞬を本

当に楽しんでいるようでした。

今回は保護者の見学が出来ましたので、女子

だけの体育祭はどのような感じなのか、とても

楽しみにしていたのですが、想像以上に生徒の

皆さんは力強く、逞しく一つ一つの競技に取り

組んでいて、とても見応えのあるものでした。

１、２、３年の３人で１グループの３人４脚

や綱引きなど３学年が１つにならないと力が発

揮できないものなどは見ていてほほえましく、

自然と応援にも力が入りました。

そして、女子高ならではと感じたのが、障害

物競争。リレーでそれぞれの障害をクリアーし、

アンカーはお決まりの飴玉。顔が真っ白になる

のを気にせず、思いっきり顔を粉の中へ。見学

している保護者のみなさんも大笑いでした。

途中、雨がぱらつくこともありましたが、み

んなの熱気でそんなものは吹き飛ばし、最後の

団対抗リレーが終わ

るまで先生と生徒が

１つになり、笑いの

絶えない、実に楽し

い１日でした。

特に印象に残った
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のは見ている保護者をも笑顔にしてしまう生徒

の皆さんのはじける笑顔。パワーをたくさんも

らって、帰るときには清々しい気持ちになれた、

そんな１日でした。

『体育祭を終えて』 体育祭実行委員長

３年４組 岡ノ谷 明美（足利協和中出身）

体育祭を実行するにあた

り、たくさんの人の協力が

ありました。無事に体育祭

を終えられて、本当に良か

ったです。感謝します。

体育祭は、やっぱりすばらしいもので、参加

している人はみんな輝いていました。体育祭を

行う前から、ダンスや各種目の練習をしたりし

て、普段話さない下級生とも話せました。体育

祭当日ともなると手を抜く人はだれもなく、み

んな格好良かったです。応援にも力が入って、

自分のクラスが負けても他のクラスを応援した

り、素敵でした。みんなで苦しい思いをしたり、

嬉しい思いをしたり、学年の垣根を越えて団で

一つになっていました。みんなで必死になって

取り組んだ体育祭は本当に楽しくて、良い思い

出になりました。

『総合優勝：４団』

３年４組 田村 奈々未（大泉南中出身）

体育祭の準備期間はとても忙しく、分担して

応援合戦のダンスの振付を考えたり、熱い中、

朝・昼・放課後、みんなで集まって長縄跳びや

３人４脚の練習をしました。練習を重ねるにつ

れてみんなとの絆が深まっていくように感じま

した。先輩・後輩関係なく応援し合って、ゴー

ルすればみんなで抱き合って喜ぶという女子校

ならではの団結力で優勝を勝ち取ることができ

ました。総合優勝できて本当によかったです。

最高の思い出をありがとう！！

４団大好き―！

『玉入れ ドキドキの瞬間』（3団）

３年３組 江川 真貴子（館林一中出身）

３団勝利への作戦は「手に持ったボールは絶

対に入れよう」「カラーボールも積極的に」でし

た。気持で負けないように声をかけ合い、投げ

る人もボールを外に出す人もみんな必死でボー

ルを追いかけていました。練習もせずに、ぶっ

つけ本番でしたが、回を重ねるごとにみんなが

上手になっていき、本当に楽しかったです。

結果発表の時は、「相手のボールが早く終わっ

てほしい」とドキドキしながら祈り、勝ちが分

かった瞬間は嬉しくて大喜びしてしまいました。

私はボールを外に出す係でしたが、上から降

ってくるボールが意外に重いため当たると痛く、

さらにしゃがみっぱなしで腰も痛かったです。

でも、３団の優勝に少しでも貢献できたと思う

と、嬉しさのほうが倍増しました。

応援もとても力

になり、３団全員

の力で取った１位

だと思います。本

当に良かったで

す。ありがとうご

ざいました。

『綱引き、ストレート勝ちで１位！』（６団）

３年６組 中川 智絵（太田城東中出身）

私たち６団は、ストレート勝ちで綱引き１位

を取りました。だからといって、ものすごく力

の強い子がたくさんいたというわけではなく、

６団一人一人の「負けない！」という気持ちと

「団結力」で勝ち取った１位です。

競技開始前に入場門に集まった時に、私たち

３年生は作戦を考えました。作戦といってもす

ごく単純なことで、前から伸長順に並ぶという

ことでした。他の団を見ると学年別に並んでい

る団が多く、それなら私たちは学年関係なしに

伸長順に並んだほうが団結力を感じるというこ

とでとった作戦でした。それに加え、金田先生

が綱を引く時の

コツなどを教え

てくださり、私

たちのやる気は

とても高まって

いました。

本番では、思

っていたよりも綱が引けている感覚がなく、諦
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めそうになりましたが、６団のみんなを信じ、

声を掛け合い、一人一人が全力で挑んだ結果、

見事１位を取ることができました。辛かったけ

れど、この競技ができて本当によかったです。

『心を一つに ～三人四脚～ 』（5団）

３年５組 阿部 愛香（館林三中出身）

「三人四脚」は、二人三脚の要領で一年生、

二年生、三年生から一人ずつが同じチームとな

り、心を一つにして走る競技です。私たち５団

は、練習時間が短く、本番が心配でした。でも、

いざレースになると第一走者からぶっちぎりの

１位で、アンカーの私にたすきが渡ってきまし

た。私はスタートする前から「勝利」を確信し

ました。隣にいた一、二年生も、きっと同じ気

持ちだったと思います。

ゴールはちょうど５

団の応援席の目の前…

…。１位でゴールテー

プを切った瞬間、一、

二、三年生みんなが駆

け寄ってきてくれました。この時、私たち５団

みんなの心は本当に一つになれました。総合順

位は奮わなくとも、学年関係なくみんなで体育

祭を楽しむことができた５団は、他のどの団に

も負けないくらいの「団結」がありました。

『障害物リレーに参加して』（２団）

３年２組 中村 梨乃（邑楽南中出身）

体育祭当日の朝、雨の音で目が覚めました。

私は延期になってしまうのではいかと不安な気

持ちで学校に行きました。すると、先生方が校

庭の水たまりをスポンジで吸収する作業をして

くださっていました。先生方のお骨折りのおか

げで、無事に体育祭を始めることができました。

私は、障害物リレーの「じゃんけん」に出場

しました。じゃんけんに勝つまでたすきを仲間

に渡せないので、

負け続けて足を引

っ張ってしまうの

ではないかと心配

でした。私の番の

時、１位でたすき

が渡されました。

私は運良く１回で勝てて、１位をキープできま

した。私の団の総合得点は４位でしたが、高校

生活最後の行事での良い思い出ができました。

『４団 Fly away』

３年４組 中村 愛（笠懸南中出身）

私たち４団は、昼休みに３回程度練習をしま

した。しかし、全員が集まることはなく、２２

人で跳んだのは本番が初めてでした。体力のあ

る人を端に配置し、皆で声をかけ合いながら跳

びました。けれども、本番は、練習した時と場

所、人数、空気が全く違い、緊張し焦るばかり

でした。そんな時「落ち着いて」という言葉が

集中していた頭の中に飛び込んで来ました。「落

ち着こう」と声をかけて再び跳び始めました。

その時、初めて、回す人と跳ぶ２２人の気持が

一致したと感じまし

た。この２４人でな

ければ長縄優勝は出

来なかったと思いま

した。第一種目目か

ら優勝が出来て、本

当に嬉しかったです。

『応援合戦、優勝』（６団）

３年６組 吉見 美里（館林一中出身）

私は６団の応援合戦のダンスの振付を考えま

した。踊る時間は３分で、一人で考えるのはと

ても大変でした。振付を考えるに当たり重視し

たことは、ダンス初心者にも簡単に覚えられ、

全員で揃えられることです。また、「応援」とい

う性格付けも忘れずに、声を出す場面を設ける

などの工夫をしました。一番苦労したのは、６

団の全員に振付を伝達することでした。私はダ

ンス部の副部長をしていましたが、ほとんどが

初心者の今回は部活動の時とは訳が違いました。

しかし、元ダンス部の３年生や後輩たちの協力

で正確な振付や変更箇所を円滑に全員へ伝える

ことができました。ダンスは一人でやるもので

はありません。だからこそ、この応援合戦を通

じ て ６ 団

が 団 結 で

き た の だ

と 思 い ま

し た 。 優

勝 で き て

本 当 に よ

か っ た で
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す。そして、一緒にダンスを踊ってくれた６団

の全員に感謝します。

『団対抗リレー優勝！ ３団』

福水夏希（太田北中）、小沼藍佳（板倉中）、

甲斐久留実（千代田中）、落合亜里沙（館林一中）

高校生活で最初で最後の体育祭だったので、

気合が入り、悔いの残らないように走ろうと決

めていました。緊張もしましたが、応援席から

の大声援のおかげで全力でバトンを繋げること

ができ、本当に良かったです。（福水）

代表として、何の役にも立てませんでしたが、

あのとき感じた緊張感や大きな声援は今でも忘

れません。高校最後の素敵な思い出になりまし

た。練習に率先して参加してくれたメンバーの

みんな、ありがとう！ （小沼）

たった２回の練習で、本番にみんながあれ程

までに笑顔になれたのは、一人一人のバトンを

繋ぐ気持ちが全ての団の中で最も強かったから

だと思います。

特に、１・

２年生の力が

勝利を導きま

した。体力が

落ち始めてい

る３年生を助

けてくれて、

ありがとう！（甲斐）

団対抗リレーは、全種目の中で最後だったこ

ともあり、多くの方が見ていました。その中で

緊張していた私たち３年生を和ませてくれた１

・２年生、本当にありがとう。そして、１番で

バトンを渡せて本当に嬉しかったです！（落合）

『団対抗リレー優勝！ ４団』

３年４組 石橋 亜里紗（千代田中出身）

団対抗リレーは最後の種目なのでとてもプレ

ッシャーを感じました。そのため、１・２年生

の陸上部の人と走順を何度も何度も話し合って

決めました。競技の最中のことは緊張しすぎて

あまり覚えていませんが、団のみんなの応援と

１位でゴールした時の嬉しそうな笑顔ははっき

りと覚えています。1位という結果はリレーメン

バーだけでなく、オレンジ団みんなでつかみ取

ったものです。高校生活最後の良い思い出にな

りました！

１１月 行事予定

２（金） 人権教室（７限）

３（土） 文化の日

後期土曜課外（３年⑧１・２年③）

６（火） ２年模擬授業（５～７限）

１０（土） 模試（全学年）

１１（日） 第２回英検２次

１２（月） 職員会議

１３（火） 総合避難訓練（７限）

１４（水） 二者・三者面談①

１５（木 二者・三者面談②

第３回マナーアップ運動

持久走健康相談

学校保健委員会、安全衛生委員会

１６（金） 二者・三者面談③

１７（土） ３年センタープレテスト（河合塾）

１８（日） ３年センタープレテスト（河合塾）

１９（月） 二者・三者面談④

２０（火） 二者・三者面談⑤

２２（木） 持久走テスト（14:20～15:20）

【45分授業×４】

２３（金） 勤労感謝の日

３年センタープレテスト（代ゼミ）

【東洋大板倉キャンパス】

２４（土） １・２年 後期土曜課外④

２６（月） 大掃除・安全点検

２７（火） １年進路講演会（７限）

２８（水） 道徳教育公開授業（３・４限）

講演会【館林市文化会館】

講師：新井 良亮氏（ルミネ社長）

（元JR東日本副社長）

３０（金） 期末テスト（～１２／５）


