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特集１『24年度末 人事異動』

【転退職】

数学 渡邊 幸一 退職

教頭 星野 寛一 伊勢崎高校副校長

英語 森 義仁 太田高校

英語 武田 富仁 板倉高校

地歴公民 田村 邦宏 前橋高等養護学校

家庭 金子 香苗 太田東高校

地歴公民 毒嶌 章 県教委高校教育課

国語 石原 大祐 四ツ葉学園中等教育学校

英語 坂本早矢香 利根商業高校

理科 橋本 聡 太田女子高校

英語 柳田 有紀 太田フレックス高校

英語 小泉 直毅 藤岡中央高校（定）

主任 髙田 昌代 太田工業高校

公仕 田沼 克則 館林特別支援学校

【転入】

教頭 二渡 諭司 県教委高校教育課

数学 松﨑 健一 太田高校

地歴公民 齋藤 純子 太田フレックス高校

地歴公民 本多 剛久 桐生工業高校（定）

家庭 赤井恵美子 桐生女子高校（通）

英語 髙橋布美恵 板倉高校

英語 棚澤 沙織 桐生工業高校

英語 金井 優 新採用

国語 冬木 喜英 板倉高校

英語 村田 典之 太田東高校

英語 齋木香菜子 伊勢崎高校

理科 髙橋 哲史 本校非常勤

公仕 久保田和隆 新採用

【敬称略】

この度の人事異動で１年から１１年と本校での勤

務年数には差がありますが、１４名の方々が転退職

されました。大変ありがとうございました。結果的

に館女の教職員は約４分の１が入れ替わることにな

りました。また、今までの方々に負けない優秀な方

々をお迎えすることもできました。

特集２『代表者あいさつ』

『転勤の挨拶』前教頭 星野 寛一先生

新年度が始まり、慣れていない環境の中で疲れの

感じる時間を過ごしていると思います。特に新入生

の皆さんは、格別かと思います。

館女での三年間は、皆さんや卒業した先輩、全て

の先生方に助けられ楽しく且つ充実した時間を過ご

すことができました。

任された仕事をしっかりと果たせたのか疑問に思

うところですが、学校アンケートで「館女が好き」

「クラスでの生活が楽しい」と感じている生徒が９

割であったことに嬉しく思い、少しは役にたてたの

かと慰めています。そして、創立百年を迎える伝統

ある館女で、その数ページに携われたことを光栄に

も思います。

現状も伝えられず見通しがつかない状況では、私

たちは不安となってしまいます。不安定の中では、

目標はなかなか定まらず如何に頑張ればよいか分か

らないでしょう。私達には、それぞれの立場でやら

なければならないものがあります。自分の中の不安

はもとより、友達や家族の不安を少しでも取り除く

には、『伝える力』と『聞く力』が必要になると思

います。正確に伝え聞くためには、勉強と部活動で

の経験が必要となります。どうか、そんな立派な力

を身につけて素敵な女性になってください。

学校も一つの文化であると思います。よき伝統を

利用しながら、よき伝統を継承してください。

館女の先生方は、全力で皆さんを応援してくれる

集団です。先生を信じ、頑張る館女生を伊勢崎の地

から私も応援しています。

館女と館女生、先生方に心より感謝申しあげます。

『館女に赴任して』教頭 二渡 諭司先生

城沼の桜が満開の４月１日、期待と不安を胸に学

校の門をくぐりました。校長先生をはじめ職員の皆

さま方に温かく迎えていただき、過度の緊張から解

放されたことを覚えています。職員室では新学期に
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向けての準備が着々と進んでおり、あちこちで打ち

合わせをしている先生方のやる気に満ちあふれた表

情をとても頼もしく感じました。部活動や勉強で登

校していた生徒も明るく元気にあいさつをしてく

れ、本校の校訓のひとつである「温雅健康」が頭に

浮かぶと同時に、これからの本校での勤務への期待

が膨らみました。

さて、本校は県内有数の公園が隣接し、たくさん

の花や緑に囲まれ、文化会館や図書館、科学館が目

と鼻の先のところにあります。県内の高校を数多く

みて来ましたが、これほどの環境に恵まれた学校は

他にありません。そして本校の先生方は生徒を全力

で応援しようと労を惜しまずに頑張っている方ばか

りです。生徒にとって物的にも人的にも本当に恵ま

れた環境にある学校だと思います。

生徒の皆さんには、この素晴らしい環境をぜひ生

かしてきってほしいと思います。今、自分がどんな

場所にいるのか、なぜ、何のためにこの場所にいる

のかしっかり考えてほしいと思います。そして、高

校を卒業した後のこと、どんな人生を送りたいか考

えてほしいと思います。ちょっと考えるだけでも、

この素晴らしい環境に恵まれた本校での生活を充実

させることの大切さがわかると思います。授業はも

ちろん、部活動や学校行事など本校での様々な活動

は、進学してからや社会に出てから必ず役に立つこ

とばかりです。始業式や入学式などの諸行事は、伝

統ある館林女子高校らしい素晴らしいものでした。

これから先、授業や部活動も本格化してきますが、

新年度を迎えた清々しい現在の心境を保ちながら、

日々の生活を全力で過ごしてほしいと思います。私

も本校職員の一員として、すべての教職員と協力し

ながら、皆さんの学校生活を充実させるためのお手

伝いをしたいと考えています。どうぞよろしくお願

いします。

特集３ 『新入生代表より』

『館女に入学して』

１年２組 大森 桃菜（千代田中出身）

私たちは４月９日に期待と不安が入り混じった、複雑な気

持ちを抱きながら入学しました。その上、クラス発表の時に

は知らない名前ばかりが目につき、不安が増していました。

ですが、先日行われた新入生オリエンテーション合宿で、

はじめの不安は薄れていきました。なぜならこの合宿では、

たくさんの先生方にご指導をいただき、多くの事を学ぶこと

ができたからです。中学校とは全く違うということも実感し

ました。さらにクラスの絆も深まり、とても充実したものに

なりました。

これからの高校生活では楽しいことだけではなく、むしろ

辛いこと、苦しいこともあると思います。そんなときはクラ

スの仲間と乗り越えていきたいと思います。立派な女性にな

るため、３年間頑張りたいです。

『館女に入学して』

１年３組 箕原 美樹（邑楽南中出身）

私は入学してすぐに行われたオリエンテーションで高校

と中学のちがいをたくさん感じました。中学とちがう女子

だけの生活に不安もありました。しかし、先輩方のお陰で

クラスもまとまり始めました。これからは時間にルーズに

ならないように気を付けることが大切だと思いました。一

人の遅れが全員に迷惑をかけてしまうのだと感じることが

できました。また、中学の時の倍のスピードで進んでいく

という高校の勉強の仕方なども、オリエンテーションを通

して学ぶことができました。いじめなどの講話もあり、こ

れからの学校生活に生かしていきたいと思いました。

特集４『オリエンテーション合宿』 4/11～/12
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『制服着こなしセミナー』

１年２組 内田 美麗（邑楽中出身）

私たちが普段着ている服にはジャンルがあって、

それぞれにちゃんとした意味があることを初めて知

りました。

私にとって、制服を着て毎日過ごすということは、

憧れであったので、まだ着慣れないうちに大切なこ

とを教えていただいて良かったです。第一印象はと

ても重要だと両親からも言われていて、高校に入学

し、初めて会う友達に良い印象を持ってもらいたい

という思いでいっぱいでした。でも、どんなことを

すれば、良い印象を持ってもらえるのかわからなか

ったところを、このセミナーで学ぶことができまし

た。

制服は一人だけのものではないということがわか

りました。自分一人が悪いことをすれば、みんなに

迷惑をかけることになってしまうので、これから気

をつけていきたいです。

『有意義な二日間』

１年１組 石原 未由羽（桐生桜木中出身）

新入生宿泊オリエンテーションに参加するまで、

私は不安がたくさんありました。入学してすぐのこ

とだったので、みんなと仲良くできるか、そして打

ち解けられるかなど様々でした。前日も不安と期待

であまり眠れませんでした。そんな中で迎えた当日

は、天気も良く、いよいよこれから始まるんだ！と

いう気持ちで学校へ行きました。行きのバスではバ

スガイドさんの楽しいお話を聞きながら向かいまし

た。２時間ほどで着いたホテルはとても立派で、さ

っそくみんなでワイワイ盛り上がっていました。

開講式では先生方からこの宿泊オリエンテーショ

ンの意義、館女生としての心構えなど、様々なお話

をいただき、どれも心に響くものがありました。

昼食後、生徒会本部役員の方によるクラスの仲間

づくりがありました。とても楽しくて本当にみんな

で打ち解けられたと思います。特に伝言ゲームは最

初の伝言と最後の伝言が全然違って面白かったで

す。その後は校歌練習でした。生徒会の方の歌声を

聴き、私は館女生としての自覚がまだまだ足りない

ということを実感させられました。これからたくさ

んの思い出を作る中で成長し、あのような素晴らし

い歌声を響かせられるように頑張りたいと思いま

す。

その後はスタディサポートによる学習の時間でし

た。間違っているところをそのままにしない、何度

も繰り返し解く、という、当たり前のことをしっか

りできるようにすることを学びました。３年間英語

コースで勉強していくので、先生からのお話はこれ

からずっと忘れないよう、真剣に聞きました。積極

的に授業に取り組んでいきたいと思います。

ハードスケジュールの一日だったので、みんな部

屋に戻るとあっという間に寝てしまいました。

２日目は国語と数学の予習復習の仕方を学び、頭

もスッキリ目覚めました。その後は着こなしセミナ

ーのあと、体育館へ移動し、クラス対抗の綱引きで

した。突然の出来事でみんなびっくりでした。１組

は負けてしまったけれど、体育祭では負けないよう

にみんなで団結していきたいです。

この２日間はとても勉強になることばかりでし

た。特に、時間を守ることの大切さ、みんなで団結

して仲を深めること、そして何より館女生としての

自覚。この２日間で学んだことを、これからの学校

生活に生かしていけるように、誇りを持って毎日を

大切に過ごしていきたいです。

特集５ 『ＮＺ語学研修』 ３／６～／１６

『たくさんの新しい経験』

３年５組 清水 由佳（館林四中出身）

ホームスティ最後の夜、バディとホストマザーと

一緒に丘に登って星空を見ました。その時に「ニュ

ージーランドでたくさんの新しい経験をしたね。」

と言われました。毎回新しいことをする度に、ホス

トファミリーが生活面や食べ物、場所などについて

いろいろと教えてくれたので、今でもしっかり覚え

ています。周り一面が山や丘に囲まれた場所で、馬

や羊の世話を手伝ったり、休日には裸足になって家

の周りを駆け回って遊んだり、夜に天の川や流れ星

を見たり、などということは日本では経験したこと

がありませんでした。本当に貴重な経験をしました。

初日の国際線で外国人の客室乗務員さんの英語が

聞き取れなくて、これから大丈夫かな、と心配でし

た。ですが、楽しい時に笑う、というところに言葉

の壁はありませんでした。何よりその場を全力で楽

しみ、より多くの経験をしようとするのが大切だ、

と本当に思いました。
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テ・プイア（マオリ文化見学）にて

『ホームスティをして』

３年６組 金谷 彩奈子（生品中出身）

「How are you？」

私は英語が苦手です。今回、ホームステイに対し

て不安しかありませんでした。でも、この研修の間

で、自然と会話が聞き取れるようになりました。一

方で、自分の意思を表現することの難しさも感じま

した。単語をつなげただけの会話でも、バディや家

族、プケコヘ高校の生徒、たくさんの人が理解しよ

うと耳を傾けてくれました。自然に英語を伝えよう

とする気持ちが強くなり、英語への考え方も変わり

ました。英語を勉強して、もう一度バディとたくさ

ん話したいと思いました。私たちの知っている世界

が小さいこと、英語の必要性や日本の良さ、色々な

ことを吸収できた１１日間はぐっと成長できたと思

っています。挑戦してよかったです。「How are yo

u？」ニュージーランドの人々が声をかけてくれた

ように、今度は私が聞けるようになりたいです。

マグロドーム

（羊の毛刈り

ショー）

ニュージーランド語学研修日程

3 / 6 13:00 貸し切りバスで成田空港へ

（水） 18:25 空路、オークランドへ（約11時間）

3 / 7 9:25 到着、入国手続き、通関後。

（木） 10:40 貸し切りバスでプケコヘ高校へ

12:00 バディとホストファミリー宅へ

3 / 8 プケコヘ高校のプログラム

（金） ・英会話レッスン

～ ・Buddyの授業に出席

3/12 ・アクティビティ

（火） ・日帰り旅行

3/13 登校・英会話レッスン

（水） 16:00 さよならパーティ

ボウリング大会

3/14 9:00 貸し切りバスにてロロルアへ

（木） 11:30 到着

マヌカカレーの昼食

ロトルア市内観光

羊の毛刈りショー

19:00 夕食はハンギ料理とマオリコンサ

ート

3/15 9:00 貸し切りバスにてオークランドへ

（金） 12:00 到着

オークランド市内見学

（オークランド博物館、地元マー

ケット、ショッピング）

3/16 6:10 貸し切りバスにてオークランド空

（土） 港へ

9:35 空路、帰国の途へ

16:55 成田空港到着

18:20 貸し切りバスにて学校へ

20:50 到着、解散

マオリの人たち


