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特集１『第９６回開校記念式典・講演会』4/19

同窓会会長

宮田 澄江 様

（昭和２７年度卒）

【1952年度】

『開校記念式典を終えて』

３年１組 鈴木 碧（福島県大熊中学校出身）

先日の開校記念式典で校長先生や山本さんのお話

を聞いて、館女の歴史やＯＧの方々の学校生活を知

ることができました。私は今まで制服にプリーツを

入れたり、リボンをつけたり、もっと今どき風の華

やかな制服にしたいと思っていましたが、校長先生

のお話を聞いてからは、伝統を守り続けている館女

の制服を誇りに思っています。また、創立９６年と

いう長い歴史の中の３年間を在校生として過ごせて

いることを嬉しく思います。

講演会では何歳からでも好きなことを始められる

んだと思いました。生徒玄関に飾られている絵を初

めて見た時は、生徒が描いたと思っていたので、山

本さんが描いたと分かったときはとてもびっくりし

ました。山本さんはとても面白い方で、講演を楽し

く聞くことができました。また、笑顔が絶えず、と

ても美しい人だと思いました。私は今特定の趣味を

持 っ て い ま せ ん

が、いつか見つけ

て、それをずっと

続けていき、山本

さんのように常に

笑顔で明るく楽し

く生きてゆきたい

です。

※ 大熊町は福島第一原子力発電所の所在地です。鈴木さんは

２年生の４月から館女へ転校（編入）しました。

『開校記念式典を迎えて』

２年２組 佐藤 彩奈（多々良中出身）

私たちが通う館林女子高等学校は、今年度で９６

年を迎えました。式典でもお話があったように、私

たちの制服と校歌には伝統があります。ですから、

これからもその伝統に誇りをもち、しっかりと受け

継ぎ、新しい時代へと受け渡していこうと改めて思

いました。

また、記念講演では山本加保里さんの油絵につい

てのお話を伺い、人生の岐路はいつ訪れるか分から

ないことを感じました。お話をしているときの山本

さんのキラキラと輝く姿を拝見して、私も趣味をも

ち、潤いのある人生を過ごしたいと思いました。

講師 山本 加保里 様（昭和３２年度卒）

【1957年度】

「四十代からの油絵－子育ての賜物です－」
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特集２『強 歩 大 会』 ４／２７

『４人で決めたゴール』

１年６組 小林 真奈（大泉南中出身）

初めての強歩大会は、膝の痛みとの戦いと友情の

素晴らしさを実感できるものでした。

膝を捻挫していましたが、どうしても強歩大会に

出たい思いが強かったので参加を決めました。

最初は痛みもなく楽しく歩いていましたが、早く

も第１関門辺りで膝が痛み出してしまいました。そ

して痛みはどんどん強くなり、渡良瀬遊水池土手の

辺りからは足をずっていました。でも４人で歌を歌

いながら歩いていると、自然と痛みのことなど忘れ

てしまうほど楽しかったです。第４関門からは、私

の左足はただの棒でした。とても苦しかった時に、

友達が肩を貸してくれました。きっと友達も疲れて

いるのに文句一つ言わずゴールまでずっと私を支え

てくれました。嬉しくて涙が出そうになりました。

そして、４人で肩を組んでゴールしました。

友情の大切さと友達からの思いやりが身にしみた

強歩大会でした。

忘れることので

きない思い出と

なりました。

『もう一つの強歩大会』

２年２組 長谷川 瑛美（館林一中出身）

今年の強歩大会は、

次の日サッカー部の

大会だったので、参

加することができま

せんでした。去年、

友達と一緒に歩いて

とても楽しかったのを覚えているので、本当は今年

も参加したかったです。でも、３１㎞歩くことはで

きなかったけど、学校に残ってたくさんの仕事をさ

せてもらいました。ベランダにグリーンカーテンの

ネットを張ったり、強歩で使い終わった看板やテン

トの片付けをしたりと、思っていた以上にやること

が多くて大変だったけど、「みんなも頑張って３１

㎞歩いている」と考えると、「自分も頑張ろう」と

思うことができました。また、ゴールした時、ほと

んどの人が笑顔で、おいしそうにアイスを食べてい

るのを見て、「自分が行事に参加して楽しむのも良

いけど、陰でみんなが楽しめるようにサポートする

のも大切だな。」と思いました。

今回の強歩大会は参加できなくて残念な気持ちも

ありましたが、「行事を楽しむために、多くの人が

サポートしてくれている。」ということを改めて感

じられて、とても良い思い出になりました。これか

ら合唱コンクールや球技大会などたくさんの行事が

あるので、

陰でサポー

トしてくれ

る人のこと

を忘れずに、

最大限楽し

みたいと思

います。

『最後の強歩大会』

３年５組 齋藤 洋子（千代田中出身）

今年は最後の

強歩大会だった。

今まで２回強歩

大会を経験した

が、２回とも違

うことを学んだ。

１年生の時は３

１㎞という長い

距離を歩くのが嫌で、やりたくないと思っていたが、

完歩した時の達成感は今まで感じたことのない素晴

らしいものだった。２年生の時は１年生の頃とは違

って楽しみだった。そして３年生になり、最後の強

歩大会を迎えた。歩く前は昨年同様楽しみだったが、

歩き始め、ゴールが近づくにつれて、なんだか寂し

い気持ちになり、終わってしまうのが少し辛く感じ

た。

強歩大会は新年度になってから一番最初に行われ

る行事であるため、新しいクラスの友達とふれあい

つつ歩けるので、新年度最初の行事にふさわしいと

思う。１年生の時、高校で初めて出会った友達と歩

いた。この友達とは今では何でも話せる間柄になっ

ている。

もう３１㎞という長い距離を歩くことはないと思

う。こんな体験ができたのは館女に入学したからこ

そ味わえるものだ。この強歩大会を通して、館女の

素晴らしさと友達のありがたさを学んだ。
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特集３『なぎなた部』全国大会・県総体

『初めての全国大会』

２年１組 井上 由里葵（太田旭中出身）

３月２３、２４日に兵

庫県伊丹市で行われた全

国なぎなた選抜大会の個

人戦に出場しました。初

めての全国大会、緊張の

中臨んだ１回戦でしたが、

コートに立つと思いの外周りの様子が見えている自

分が少し不思議でした。審判の「始め」という声。

その瞬間、緊張はすでに試合への集中に変わってい

ました。夢中でしたが両者とも技が決まらず、審判

による判定になり勝つことができました。全国大会

で１回戦を勝ち上がれるとは思ってもいなかったの

で、とても嬉しかったです。

２回戦目、ここでも両者互角のまま、またも延長

戦。私がすねを打ちにいったとき、相手にメンを打

たれて、一瞬の差で１本を取られて負けてしまいま

した。負けたときは悔しかったけれど、新たな課題、

目標が見つかりました。その課題は判定ではなく１

本を確実に取って勝てるようになるということ。目

標はまた来年もこの大会に出場し、２回戦も突破で

きるようにすることです。そのために時間を有効に

使い、日々稽古に励みたいと思います。

『初めての県総体』

１年４組 新井 美優（太田旭中出身）

４月２１日の県総体では、個人と演技に出場しま

した。

試合では「落ち着いて丁寧に技を決める」、と自

分の中では目標がありましたが、本番では思うよう

にいかず残念な結果でした。しかし、先生方のアド

バイスを意識して確実に１本が取れるようにしたい

です。演技では失敗してしまった点が多くありまし

たが、関東大会に出場できることになったので嬉し

かったです。

この県総体を経験した

ことで、直すべき課題が

見つかったので、関東大

会に向けてさらに練習に

励み、自分の力を出し切

れるように頑張りたいで

す。

特集４ 『県総体：サッカー部』

『力を出し切る！』

３年１組 黒澤 絵梨奈（明和中出身）

こんにちは。サッカー部です。
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先日、高校総体が行われましたが、私たちサッカー

部は、一足先に4月28日、5月3日、4日と決勝リーグ

への出場を賭けた予選リーグを3校と戦いました。

私たちは1年間、この予選リーグを突破し、ベスト8

以上になることを目標として日々頑張ってきまし

た。しかし、結果は予選リーグ敗退でした。いつも

の館女らしいサッカーがてきなかったことがとても

悔しいです。3年生は、この総体をもって引退する

人もいます。もうこのメンバーでサッカーをするこ

とはできません。とても悲しいですが、いつまでも

くよくよせず気持ち

を切り替えて、2年

生、1年生には来年

の総体で決勝リーグ

出場を成し遂げても

らいたいです。

特集５『県総体：バレーボール部』

『あと一歩…』

３年１組 大桃 沙絵（邑楽中出身）

5月10、11日と私たちバレー部は総体に出場しま

した。10日の尾瀬戦は、1月に行われた新人戦でも

戦った相手なので、どんなチームかわかっていたた

めやりやすい相手でした。サーブキャッチが課題の

私達ですが、１本1本がねらってキャッチでき、流

れに乗って勝利しました。

２日目の３回戦は、何度か練習試合をしましたが、

一度も勝てていない太女との試合でした。粘って声

を出す私たちのプレーができれば勝てる試合でし

た。粘って粘って粘りましたが負けてしまいました。

悔しくて泣いてしまいましたが、いつもあまり褒め

ることのない髙橋先生に「良い試合だった」と言っ

て頂きました。次の大会は３年にとっては引退試合

となります。試合内容だけでなく、結果も残せるよ

うに一日一日を大切にしていきたいです。

特集６ 『県総体：ソフトボール部』

『高校総体を終えて』

３年５組 坂田 実紀（太田城西中出身）

私たちソフトボール部は、５月１０日に行われた

高校総体に出場しました。１回戦の安中総合学園高

校戦は、けがでエースが出場できないという大きな

不安を抱えながらの戦いとなりました。試合は点の

取り合いとなり、最終回を終えても４対４と決着が

つかず、勝負はタイブレーク方式の延長戦にもつれ

込みました。延長８回は両校０点、９回表に安総高

が１点を取り、プレッシャーをかけられましたが、

裏の攻撃で館女も１点取りました。迎えた１０回、

安総高が１点で攻撃終了、裏の攻撃で館女は２点取

り、ようやく決着がつき、７対６で館女が勝利を収

めました。２時間にも及んだ大熱戦でした。

２回戦の相手である伊勢崎清明高校はシード校で

あり、とても強敵でした。ベストメンバーで挑みま

したが、相手の実力に圧倒され、結果は９対０と大

敗でした。

今大会は結局２回戦敗退という結果に終わりまし

たが、１回戦も２回戦もとても良い経験になりまし

た。３年生は引退まで１ヶ月を切ったので、残り少

ない練習時間を大切に、そして楽しんで、最後の大

会では悔いのないよう、全力で戦ってきたいと思い

ます。


