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特集１ 『AO・推薦入試』

『入試前半戦を振り返って』

進路指導主事 森 義仁

みなさん、新しい年を迎え、気持ちを新たにして

いることと思います。気が付いてみると１年は“あ

っという間”です。特に１年生は、昨年の今頃は前

期入試や後期入試に備えて、緊張感を持って頑張っ

ていたことと思います。時間を大切に充実した日々

を送りましょう。

大学入試は前半戦である、AO入試や推薦入試の多

くを終えました。今年の館女の３年生も奮闘し、い

い結果を残しています。次に現時点での進路決定者

の数をお知らせします。

国立大学２名（群馬大学１名、信州大学１名）、

公立大学６名（群馬県立女子大学３名、群馬県立県

民健康科学大学２名、前橋市立前橋工科大学１名）、

私立大学６２名、短大１３名、専修学校４８名、就

職２名（公務員１名、民間１名）

このような結果を受けて、入

試後半戦の一般入試でも館女生

の活躍が大いに期待されます。

３年生たちは今、１月から始ま

る一般入試に向けて、必死に努

力しています。すべての生徒の

進路実現を心より期待していま

す。

『館女で過ごした３年間』

３年２組 小暮 菜穂（明和中出身）

「ＡＯ入試に挑戦してみてもいいんじゃな

い？」ある先生からこのアドバイスを受け、両

親と何度も話し合った結果、ＡＯ入試を受験す

ることに決めました。そして合格できました。

私の館女で過ごした３年間は、「全力の３年間」

であったと思います。特に部活動には大切な仲

間と協力して全力で取り組みました。また、学

校行事にも積極的に取り組み、強歩大会では友

達と共に自分たちの限界に挑戦しました。また、

１年生の時に英語のスピーチコンテストにチャ

レンジしました。さらに、習い事である書道に

多くの人に迷惑をかけながらも３年間継続する

ことができました。

このようにたくさんのことに挑戦し、努力し

たという経験が自信に繋がり、入試の面接にも

落ち着いて臨むことができました。

努力して、自分にマイナスになることはない

と思います。頑張ってすぐに結果が出なくても、

努力したことは必ず自分にプラスになると思い

ます。（群馬県立女子大学文学部合格：ソフトテ

ニス部）

（自習室で頑張る３年生）

『推薦入試を終えて』

３年６組 中村 華奈子（館林一中出身）

私は将来、微生物に携わる研究をしたいと思

い、信州大学農学部応用生命科学学科を志望し、

１１月の推薦入試で合格することができました。

生物・化学の知識はもちろん、英語の知識も試

験では必要でした。

部活動を引退をするまでは授業の予習復習、

定期テストの勉強だけをしていました。大学の

ホームページで必要な情報を調べ、オープンキ

ャンパスに行ったりしてモチベーションをあげ
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ました。

小論文・面接の練習は自分一人ではどう対策

すべきかわからなかったので、先生方の力を借

りました。たくさん問題を解き、先生に添削し

てもらうことで自分の弱点も見つかり、また自

信をつけることができました。志望理由書はた

くさんの先生方に見ていただきました。

後輩の皆さん、将来の夢をしっかり持ち、進

路を実現してください。館女の先生方は必ず力

になってくれます。頑張ってください。（信州大

学農学部応用生命科学学科合格：ソフトボール

部）

特集２ 『国体出場（水泳部』

『岐阜清流国体に参加して』

２年４組 須藤 亜湖（板倉中出身）

オリンピックイヤーで盛り上がった岐阜清流

国体に参加してきました。会場はオリンピック

選手目当ての観客で溢れ、このような環境の中

で、そのような凄い選手達と同じプールで泳い

でいいのかな、それが一番私の感じたことです。

泳ぐことが苦手で小学校１年から始めた水泳

ですが、国体出場を目標に日々努力してきまし

た。長年の努力が報われた瞬間となりました。

自分を信じて、夢に向かって頑張れば実現でき

ること、そして応援してくださった先生や友人、

支えてくれる周りの皆様がいてくれることで、

私は今まで頑張ることができました。来年は高

校生活最後の部活動になります。悔いのないよ

う頑張って、これからに繋げていきたいと思い

ます。応援ありがとうございました。

（スタート台に向かう須藤さん：「Gunma」のジャージ）

特集３ 『麺恋ガールズ』

『麺恋ガールズ、頑張ってます！』

３年５組 内藤 優稀（館林市四中）

一昨年、「麺－１グランプリ」の誕生とともに、

私たち「麺恋ガールズ」も突然誕生しました。

昨年10月の麺－１グランプリのオープニングで

何かパフォーマンスをやってくれないかと実行

委員会より依頼があり、私たちにできることは

「書道パフォーマンス」だと閃きました。

しかし、ダンスに関しては素人集団。私はすぐにダン

ス部の仲間に連絡を取り、館女ダンス部員と私の４名でス

タートしました。昨年は、たった１ヶ月で仕上げるという

無謀なスケジュールの中で何とか形に仕上げたものです。

今年は、館女ダンス部の協力のお陰で１月から定期的

に、小学校１年生から大学１年生の２１名で練習を積み重

ねました。そして、夏を過ぎる頃にはダンスも覚え、形が

できあがりました。その頃には、館林商工会議所からの認

定も受けることができ、館林の様々な企業の方も見学に来

られました。

これからも技術を磨き、館林の名に恥じぬパフォーマン

スを心がけて努力したいと思います。どうぞ皆さん、応援

よろしくお願いします。

特集４ 『進路講演会』 ９／１４

『進路の方向』

２年４組 荒木 志穂（千代田中出身）

私は将来どうなりたいのかが曖昧です。それ

は私が自分の進路のことについて考えることか

ら逃げているせいだと思います。進路のことに

ついて考えると気分が重くなるし、心がどっと

疲れるので嫌です。だから、できることなら考

えたくない。しかし、私はもう高校２年の２学

期まできてしまいました。そろそろ進路のこと

について焦り始めた私にとって、９月１４日に

行われた進路講演会はとてもためになりました。

講師の先生は自転車を進路に例えていました。

前輪が進路の方向で、後輪が学力をつける力だ

そうです。先生は目標がなければ勉強に精一杯

力を注ぐことができないと言っていました。確

かに私の自転車は不安定で、後輪を力一杯踏む

ことができません。だから、私はハンドルをし
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っかりと持つために興味のあるものをしっかり

調べたいと思いました。

『始めの一歩』

２年４組 坂本 宏美（千代田中出身）

私は咲花さんの話を聞いて、正直やばいと感

じました。以前、彼の話を聞いた時は「勉強や

るぞ」という気持ちになったが、結局実践する

ことはできませんでした。

咲花さんの話の中に大学入試を本格的に考え

て取り組み始めた時期についての話がありまし

た。そして、ちょうど今の時期から受験勉強を

始めた人は８５％の合格率だが、高２の２学期

から３学期になっただけで、合格率は２０％も

下がってしまいました。このことから、今から

やらなけれべいけないことを実感しました。ま

た、行きたい大学は決まっているので、それに

向けて本当に勉強し始めないといけないと思い

ました。

そのためには、まず学習時間の固定化が重要

らしいので、９時から１１時までを必ず勉強す

るように心がけていきたいと思います。そう思

っていても最初から２時間は正直きついので、

１時間から始めていきたいと思います。

特集５『県高校総合文化祭』

『放送部』

１年４組 岩崎 李香（明和中出身）

放送部は１１月１１日に行われた高校総合文

化祭に向けて日々練習に励んできました。大会

は自分で原稿を作り、地元をアピールするアナ

ウンス部門と、群馬県出身の著者の本を朗読す

る朗読部門があり、私はアナウンス部門に出場

しました。初めての大会で、分からないことば

かりでしたが、練習どおりにできました。残念

ながら入賞は出来ませんでしたが、今回の反省

を生かし、次の機会には入賞できるよう努力し

ていきたいと思います。

『美術部』

２年１組 田川 ひかり（多々良中出身）

美術部は年に一度ある高校芸術祭に参加して

きました。下準備として、木枠にキャンバスの

白い布を張り、イエローウォーカーという絵の

具で塗る作業が滞り、描き始めるのが遅くなっ

てしまいました。そのため制作期間が約一ヶ月

しかありませんでし

た。しかし、私たち

は放課後の活動期間

以外にも昼休みや土

日を活用し、無事作

品を完成させること

ができました。

高校芸術祭では、

油絵・彫刻はもちろ

んのこと、切り絵や

映像などの出品

もありました。今

年は全部で６０校が
（「優良賞」の作品です！）

参加しました。様々な作品を見学する中で、自

分ではできないような配色や、構図の組み方、

筆の置き方などがあり、とても良い刺激になり

ました。

去年に続き、油絵の一作品で優良賞を受賞し

ました。今回学んだ事を今後の活動に生かし、

次の高校芸術祭へ繋げていきたいと思います。

（出品した作品です！）

『写真部』

写真部顧問 二ノ宮 和良

写真部は、部員が３０名（１年：２０名 ２

年：１０名）で原則、週１回、水曜日の放課後

を中心に活動しています。初心者がほとんどで、

機材も充実していませんが、秋の高校写真展へ

の出品を目標に作品作りに励んでいます。群馬

県高等学校文化連盟写真専門部に属し、今年は、
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夏の合同撮影会（８月）に１０名ほど参加し例

年になく意欲的な部員が多いのも特徴です。ま

た、平成２４年度群馬県高等学校芸術祭・第２

９回群馬県高校写真展が１１月１日（木）～７

日（水）のまで高崎シティギャラリーで開催さ

れました。本校は３０名の生徒が出品（部門Ａ、

写真の大きささはＡ４版）し、２年生の三沢さ

んが「景色」というタイトルの作品で「優良賞」

をいただき、関東大会への参加を決めました。

作品の数が約６００点、その中での２０作品に

入ったわけです。本校にとっては、初めての快

挙です。今後は、この賞を契機に部員が大いに

刺激を受けて、部活動が今まで以上に活発にな

ることを期待しています。

特集６『卓球部（新人戦）』

『新人戦を終えて』

２年３組 阿部 佳代子（館林一中出身）

１１月１０日、桐生市民体育館で新人戦の団

体戦がありました。１回戦は桐生商業高校に３

－０で勝ちました。勝てるとは思っていなかっ

たので、１回戦を勝つことができて、とても嬉

しかったです。２回戦は沼田女子高校に０－３

で敗れました。沼田女子高校に勝てばベスト８

に入れたので、負けて悔しかったです。今回の

大会で気づいた点や、自分たちの弱いところを

直して、２月の新人戦でのシングルスとダブル

スに挑みたいと思います。そして、一人一人が

１試合でも多く勝てるように頑張りたいと思い

ます。

１・２月 行事予定

【１月】

１９（土） 大学入試センター試験

１・２年総合学力記述模試

（ベネッセ）

２０（日） 大学入試センター試験

２１（月） 自己採点（１～３限）

１・２年センターチャレンジ

２２（火） 百人一首大会（２年）

２３（水） 第３回読書週間（～１／２９）

２５（金） ３年進路検討会

２６（土） 第３回英検（１次）

（１・２年全員。３年希望者）

２９（火） ２年小論文講演会（６・７限）

３０（水） NZ保護者説明会

第２回学校評議員会

３１（木） 大掃除・安全点検

【２月】

２（土） 土曜課外（１、２年）

６（水） 前期選抜願書等受付

７（木） 前期選抜願書等受付（正午まで）

９（土） １年全統記述模試（河合塾）

２年センター早期対策模試（ベネッセ）

１２（月） ３年家庭学習開始

１３（火） 放課後、生徒 校舎内立入禁止

１４（水） 前期選抜（終日、家庭学習）

１６（土） 土曜課外（１、２年）

２０（水） 午前 授業、午後 家庭学習

２１（木） 学年末テスト(１日目）

前期選抜合格発表

２２（金） 学年末テスト(２日目）

２４（日） 第３回英検（２次）

２５（月） 学年末テスト(３日目）

２６（火） 学年末テスト(４日目）

第８回服装頭髪指導

後期選抜願書等受付

２７（水） 後期選抜願書等受付(正午まで）

２８（木） 卒業証書授与式準備・予行等

【３月】

１（金） 卒業証書授与式


