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特集１『１学年 百人一首大会』１／１５

１年１組 高橋 阿子（館林四中出身）

百人一首というものを以前から知っていました

が、触れることがありませんでした。和歌は私にと

って難しい印象があり、敬遠しがちなものでした。

しかし、今回の百人一首大会に向けて和歌を覚える

ために音読したり、意味を調べたりしていううちに、

作者の心情やその詩に詠まれた情景を思い浮かべ、

味わうことができました。

このような機会がなければ、私は和歌の素晴らし

さに気づくことはなかったと思います。二年生にな

っても百人一首大会があるので、次も頑張りたいで

す。

１年２組 渡辺 千晴（館林一中出身）

「ちはやふる」だけは絶対に取りたい！と思い、

残りの枚数が半分を切った時には、もうそのことだ

けで頭がいっぱいでした。札がなかなか読まれず、

不安と緊張がピークに達した時、「ちはやー」と聞

こえ、「あ！」と思うよりも早く手が札に伸びまし

た。視界の端で二人が同じように手を伸ばしました

が、トンと札に下りたのは私の手でした。取った札

をまじまじと見てしまい、本当に私が取ったんだ、

と嬉しさがこみあげてきました。その時にこれが百

人一首なんだと思いました。

結果は２３枚で、班では同一３位でしたが、取っ

た枚数は自己最高記録でした。とてもやり切った感

じがありました。友達は「来年に向けて今から頑張

る！」と意気込んでいて、こういう風に負けず嫌い

を引き出してくれる行事はいいなぁと、ほっこりし

た気持ちになりました。私も来年はもっと句を覚え

て取れる枚数を増やしたいと思いました。

１年３組 渡辺 美沙（館林二中出身）

私の中学校は百人一首の行事がありました。初め

は私も「なんでやらなくてはならないのか。」と何

度も思っていました。言葉は難しいし、たくさんあ

るので、全く覚えられなくて百人一首が嫌でした。

けれども、毎日のテストで不合格だった私はたく

さんノートに書き取りをしました。そこでだんだん

と覚えることができ、覚えられると札も取れます。

「できると楽しい。」そう思ってから百人一首が好

きになりました。

何事も始めからできるわけではないので、地道に

努力すれば力になると身をもって感じました。

１年４組 庄條 美穂（館林二中出身）

私は今回の大会で多くの札を取ることが出来まし

た。大会が行われる前までは、少し緊張していまし

たが、始まってからは緊張もほぐれ、楽しくやるこ

とができました。

中学生の時、毎年百人一首大会をしていました。

一軍に残るため必死に百枚の札を覚えていたのが、

とても懐かしいです。今までの経験の中で、自分な

りのやり方を見つけることができました。まず、お

気に入りの札を５、６枚探すことです。最初の３分

間でお気に入りの札を覚え、その後それ以外の札を

覚えます。そうすることで、広く全体を見渡すこと

ができます。

中学校で覚えたことを今回の大会で生かすことが
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できて良かったです。来年は、今年以上に札を取れ

るように努力していきたいと思います。

１年６組 小暮 真理奈（館林二中出身）

先日行われた百人一首大会では、６組が優勝する

ことができて嬉しかったです。６組は合唱コンクー

ル、体育祭で２位だったので、初めて優勝できたの

で、嬉しさも倍増です。私は中学生の時から百人一

首を始めていたので、百枚全てを覚えていました。

それでも、久しぶりにやった時は少しあやふやな所

があり心配しましたが、徐々に感覚を取り戻して、

集中して取り組むことができました。本番も緊張せ

ずにできたので良かったです。

終わってみると、１０位まで全て同じ中学校の人

達だったので、改めて中学校でやってきたすごさを

実感させられました。

特集２『２学年 百人一首大会』１／２２

２年２組 柿沼 友里恵（宝泉中出身）

私は今回の百人一首大会については、全く自信が

ありませんでした。恥ずかしいことに大会の存在を

忘れていて、事前準備が出来なかったのです。それ

で、とりあえず精一杯やろうとだけ思っていました。

初めの４０枚ぐらいまでは、あまり札を取ること

が出来なかったのですが、後半からは家族と毎年百

人一首をやっていた時の感覚が戻ってきて、面白い

ように札が取れました。私は札を並べる時から

十八番の２枚の札を常に視界に入れていました。な
お は こ

ぜなら、この２枚は私の中で耳に残りやすく、場面

をイメージできて、上の句で必ず取れる自信があっ

たからです。この２枚が取れた時が一番嬉しかった

です。

結果は３４枚取ることができました。グループの

中では一番で、クラスでは４位以内に入っていまし

た。自分でも驚きました。

百人一首が好きなので、来年は３年で大会がない

のが残念です。この原稿を書いていたら百人一首が

やりたくなってきました。

２年５組 藤咲 由樹（大泉北中出身）

１月２２日の７限、私達の学年では百人一首大会

が行われました。体育館は寒いだろうし、何首かど

ころか一首を覚えているかすら危うかった私は、正

直なところ、始まる前はあまり乗り気ではありませ

んでした。

ですが、実際に百人一首大会が始まると、夢中で

札を探していました。今まであまり話しをしたこと

がないような人とも、いつのまにか打ち解けていた

り、真剣に札を取り合ったりと、今しかできない、

とても楽しく貴重な時間を過ごすことができまし

た。

考えてみると、こうして学年全体で何か競ったり、

協力したりできる時間は、きっと数える程しかない

と思います。だからそういう時間を大切にし、少し

でも多くの「楽しい」と思える時間を増やしていけ

たらいいな、と思いました。

２年６組 薄田 美咲（太田西中出身）

２回目の百人一首大会が終わって、初めて百人一

首をした１年生の時よりも札を多く取ることができ

て嬉しかったです。１年生の時は番号順でグループ

が組まれましたが、今回はランダムで組まれたので、

普段話したことのない人とも話したりできたので楽

しかったです。

私は高校に入るまで百人一首をしたことがありま

せんでした。だから大会前にクラスの友達から、決

まり字の覚え方を教えてもらったりして、楽しい百

人一首大会でした。
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特集３ 『エキシビジョンマッチ』

バスケットボール部顧問 齋藤伸光

バスケットボールは５人で行う競技ですが、個々

が自分の役割を自覚し、５人が連携しなければうま

くいきません。試合中に１人でもさぼっている人が

いればチームは負けてしまいます。一人一人の主体

性が極めて重要なのです。ディフェンスを頑張った

人、鋭いパスをつないだ人、シュートを決めた、そ

してベンチで応援している人、全てがつながり合わ

なければ勝利を得ることができません。

今回ｂｊリーグというプロの試合のエキシビジョ

ンマッチに参加しました。日頃練習していたことが

発揮できませんでしたが、プロは私たちが意識して

いてもできないことをいとも簡単にこなしてしまい

ます。そして、基礎基本を本当に大事にしていると

いうことを実感させられました。部員には本物を目

の当たりにして感じたことを普段の練習で活かして

もらいたいです。そして、それぞれが主体性をもっ

て勝利を得るよう日々練習に励んでいきたいと思い

ます。

２年３組 野村 志帆（館林一中出身）

私たちは先日、館林城沼総合体育館で行われたエ

キシビションゲームの参加校として出場させてもら

いました。館女のダンス部も応援してくれた中での

試合だったので、慣れない緊張がとても大きかった

です。

試合後、プロの試合を見た際に、全力で走って、

一つ一つの事をきちんとこなしている選手たちを見

て、私たちにはこういうところが足りないのだ感じ

ました。

これから引退までの数ヶ月でできるだけ多くの事

を習得して、コートに立っている１分１秒を大切に

していきたいです。そして、後悔のない部活動にし

ていきたいです。

特集４ 『ようこそ先輩』

『母校で得たこと』

３年５組 山野 夏美（館林三中出身）

今回、私は母校である館林市立第十小学校にボラ

ンティアチューターとして行ってきました。担当は

１年生で他の学年も少しお手伝いしました。基本的

な仕事は授業の補助や給食の準備、掃除や休み時間

の遊び、また、６年生の英語の授業をやらせてもら

ったり、３年生と一緒に消防署の見学などにも行き

ました。本当に一日中ずっと動きっ放しで肉体的に

は大変でしたが、とてもやりがいのある２週間弱で

した。子どもたちからは最後の日に手紙と歌のプレ

ゼントをもらい涙が止まりませんでした。また、子

どもたちの泣いている姿を見て、少しは役に立てた

のかな、と初めて実感できました。先生方にもたく

さんお世話になり、たくさん学ばせていただきまし

た。本当に貴重な体験ができたので、この経験を今

後の人生に生かしていきたいです。

【訂正】４月の行事予定中、第１回校内学力テスト

（２、３年）は４／１２（金）となります。
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『ようこそ先輩を終えて』

３年５組 阿部 愛香（館林三中出身）

私は１年前から「ようこそ先輩」をやろうと考え

ていました。私の夢は英語教諭になることです。で

すから「ようこそ先輩」は教師の仕事を深く学べる

チャンスだと思いました。母校である館林市立第十

小学校で主に１年２組の学級でお世話になりまし

た。小学校１年生というと授業指導よりも生活指導

の方が大切だと、担任の先生がおっしゃっていまし

た。毎日子ども同士でケンカしたり、ルールが守れ

なかったり。いかに人間性を成長させられるかとい

う、とても難しい指導だと感じました。

そして、私が英語教諭志望ということもあり、Ａ

ＬＴと一緒に５・６年生の授業もさせてもらいまし

た。授業構成を考え、クラスで授業をし、改善すべ

きところを話し合い、次のクラスで授業をするとい

う、とても本格的な授業体験をさせてもらいました。

学んだことは数えきれません。授業面・生活面な

ど様々な面において、たくさんのことを学びました。

この２週間は一生の宝です。教員志望ならもちろん、

そうでない人も必ず何かを見つけることのできる機

会です。来年、再来年ぜひチャレンジしてみてくだ

さい

４・５月 行事予定
注：現時点での予定であり、変更もあり得ます。

始業式後に提示される予定表に従ってください。

【４月】

８（月） 始業式・新任式

９（火） 入学式

１０（水） 対面式・新入生歓迎会・部活動紹介

１１（木） １年宿泊オリエンテーション（～１

２日(金）） 内科検診（３年）

１６（火） 身体計測 部活動・委員会結成

１９（金） 開校記念式典

２０（土） ３年総合学力記述模試（ベネッセ）

２１（日）

２３（火） ３年進路講演会

２４（水） 代休（強歩大会に伴うもの）

２５（木） 第１回校内学力テスト

内科検診（２年）

大掃除・安全点検

２７（土） 強歩大会

【５月】

１（水） ３年小論文模試①（学研）

７（火） 交通安全教室（７限）

９（木） 高校総体壮行会・行進練習

１０（金） 県高校総体・行進／文化部発表会

１１（土） 県高校総体

１２（日） 県高校総体

１３（月） 眼科検診（３年）

１４（火） 生徒会役員立候補者立会演説会

１６（木） 陸上総体

１７（金） 陸上総体

１８（土） 陸上総体

１９（日） 陸上総体

２１（火） ボランティア活動

２２（水） 代休（ＰＴＡ総会に伴うもの）

３年看医模試①（新宿セミナー）

２４（金） 眼科検診（２年）

２５（土） ＰＴＡ総会

２７（月） 中間テスト（１日目）

２８（火） 中間テスト（２日目）

２９（水） 中間テスト（３日目）

３０（木） 大掃除・安全点検

３１（金） 貧血検査（２年）


