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特集１『ダンス部』 ５/1０ ６／１５

『高校総体公開演技を終えて』

３年２組 初澤 美鈴（板倉中出身）

私たちダンス部は、毎年群馬県内のダンス部と合

同で高校総体公開演技に出演しています。３月に制

作高校のダンス部に振り付けを伝達してもらい、各

高校で練習を行います。そして、３回の合同練習を

経て、本番を迎えます。今年の手具は傘だったので、

使いこなすのが難しかったです。本番は、晴天に恵

まれ、見に来ていた方々が、「おー！」「すごい！」

などと言っているのが聞こえてとても嬉しかったで

す。この演技は群馬テレビで放送され、家に帰り、

録画した演技を見ると、たくさんの傘で作った「BE

ST」の文字がキレイに浮かび上がり感動しました。

高校生最後の総体を楽しく終えることができて、良

い思い出のひとつとなりました。

『発表会を終えて』

３年２組 松﨑 桃子（邑楽南中出身）

６月１５日に三の丸芸術ホールで発表会を行いま

した。年明け頃からこの日のために準備をしてきま

した。特に３年生はこの発表会で引退なので、高校

の部活の集大成として、色々な気持ちを抱えながら

部活動に励んできました。例年より少ない９人とい

う人数で、１・２年生をまとめたり、作品を創って

いくのがとても大変でした。９人だったから良かっ

たこともあれば、９人だったために上手くできなか

ったこともたくさんありました。しかし、先生方や

先輩方にも応援していただき支えられて、何とか作

品を創り上げることができました。当日は約四百人

のお客様に見守られて、楽しく踊ることができまし

た。今までダンス部に関わってくださった全ての方

々に感謝しています。５１人で創った「WISH」は宝

物です。最後に、オレンジ９、グレピン２４、ゴー

ルド１８ダイスキ！！！ありがとう♡

『館女ダンス部の活動と発表会』

顧問 泉 則子先生

館女ダンス部は、ここ数年部員数も増え、昨年は

６０人、今年は５１人という多勢の人数で今年度も

スタートしました。ダンス部の年間活動と館女ダン

ス部発表会について紹介します。発表の場が年間４

回程あり、5月は高校総体公開演技、6月には館女ダ

ンス部発表会、7月に高体連ダンス部発表会、11月

に高体連新人発表会です。その他に予餞会、昨年は

飛び入りでクレインサンダースバスケットチームの

ハーフタイムショーに出演しました。これらの活動

の中、館女ダンス部発表会は、一大イベントとなり

ます。今年の発表会は、「ＷＩＳＨ」をテーマにリ

ズムダンス11作品、創作ダンス5作品の計16作品を

披露しました。リズムダンスではヒップホップ、ガ

ールズヒップホップ、Ｒ＆Ｂ、ロッキン、ジャズヒ
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ップ、生徒達は多彩なダンスを手がけ、テーマ・動

き・曲等をうまく融合させ、見事にいい作品を創り

ました。リズムダンスは、皆大好きで練習にはより

力が入っています。創作作品は、学校ダンスの原点

であり、身体運動・自己表現・創造性を引き出し、

情操を育む教育には欠かせないダンスであると考え

ます。生徒達は、作品のテーマ内容を追求し、動き

（モチーフ）・表現・空間構成を生かし作品を創り

ます。試行錯誤を重ね、何度も何度もやり直しなが

らようやくできあがります。衣装ももちろん手作り

です。このように１つの作品を作り上げるには、と

ても時間がかかります。発表会までには、半年前か

ら手がけていきます。ポスター、照明、舞台関係の

打ち合わせ等、発表会に至るまでには、付属するこ

とが盛りだくさんです。３年生にとってこの発表会

は、３年間の集大成であり、最後の舞台です。部員

一同ここで結束もでき、先輩後輩また同学年の絆が

深まります。毎年、先輩から後輩へ伝統が引き継が

れ、次の世代を後輩が受け継いでいくことはすばら

しいなと感じています。今年も発表会には、ご家族

の皆様をはじめ、同窓生の方々、先生方、ダンス部

ＯＧ、生徒の皆さんと多くの方々においで頂き有難

うございました。また、毎日の練習にご協力してい

ただき誠に有難うございました。発表会を無事成功

裏に終えることができましたことを、心より感謝申

し上げます。今後も、ダンス部員のご指導ご支援を

宜しくお願い申しあげます。

特集２『ボランティア活動』 ５／２４

『地域のボランティア活動』

１年１組 長谷川 美緑（強戸中出身）

「子房摘み」のことについて理解して、すぐに、

館女に入学できてよかったという思いがいっそう膨

らんだことを感じました。

ゴミ拾いや募金といったどこでも行うことのでき

る活動ではなく、つつじが岡公園に近接している高

校だからこそできる活動であることに、地域への愛

情が込められていると感じられ、改めて良い学校だ

と思いました。そして、住んでいる場所が違っても

本校に通っているという理由で参加できることが、

ありがたかったです。新しい環境にだんだんとなじ

んでいく感覚が嬉しく、地域のボランティア活動の

新しい価値が見つかったようでした。これまで地元

で行われるボランティア活動に積極的に参加してき

ましたが、今回の地域の特色を意識していなかった

ことに気づくことができて良かったです。

これからはこの経験を生かして、「館女生」だか

らできること、という視点からボランティア活動に

積極的に参加していきたいと思いました。

『初めての子房摘み』

２年６組 大川 亜利沙（城東中出身）

私は初めて子房摘みを体験しました。最初は子房

摘みは何のためにするのだろうと疑問に思っていま

したが、次のつつじがちゃんと咲くようにお手伝い

をすることなのだと知りました。

そんな矢先、今年は館林のつつじが咲かない！と

テレビで報道しているのを観ました。「もしかした

ら、去年、館女生による子房摘みができなかったこ

とも影響しているのかな」と心配になりました。

子房摘みは館林の高校生だからこそできること

で、他の地域ではできないことです。貴重な体験が

できて嬉しかったです。そして、館女生として磨き

をかけるために、このようなボランティア活動に取

り組むことが大切だと思いました。

さて、今回、私たちはたくさんの子房を摘むこと

ができました。来年こそはたくさんのきれいなつつ

じが咲いてくれるように祈っています。

特集３『ＰＴＡ総会・公開授業』５／２５

『公開授業を見て』

書記 矢口 加寿美 様

【１年４組 矢口 絢菜（館林二中出身）保護者】

新入生オリエンテーション合宿、強歩大会と入学

後二ヶ月余りの間に大きな二つの行事に参加したこ

とにより、新たな友だちも増え、そろそろ館女生の

一員になれたかな？と思いながら公開授業を見に行

きました。

授業前、早めに教室へ行くと、既に担当の先生は

教室に来ていて、生徒たちと談笑する様子も見られ、

穏やかなクラスの雰囲気も感じられました。授業中

は、生徒のギャグに大笑いし、試験前だったので、

「ここでるかもよ？」との言葉にしっかり反応し、
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真剣に授業を受けているなとの印象を受けました。

その後の進路説明会や学級懇談会では、「まだ一

年生だから…」ではなく、広い視野で進路目標を早

期に決め、親も複雑な入試制度を理解し、情報収集

する必要があることを教えられました。

今後も日々の授業を大切にし、将来の夢へ向かっ

て、先生方の協力を得ながら友達と切磋琢磨して欲

しいと思った一日でした。

『繋がりの大切さを痛感した一日』

副会長 北本 貴光 様

【２年１組 北本 ひかり（館林一中出身）保護者】

春の花から夏の花へ、梅雨入り間近とは思えない

とても爽やかな好天の下、公開授業、進路講演会、

PTA総会と年度初めの大切な行事が開催されました。

校内に入ると、淑やかに笑顔で挨拶をしてくれる生

徒さんに迎えられ、心浮き立たせながら教室へ…。

高校生ともなると流石に保護者を意識することはな

くなり、チト寂しい気もしましたが、ありのままの

授業風景を見ることができました。どの学年どの教

室でも、先生の熱意と生徒さんたちの集中力に感服

し、また、進路について生徒に対する学校の姿勢に

は、改めて安心を覚えました。当夜、子どもと今ま

でできなかった進路についての会話も弾み、親子間

の距離もミリ単位に縮まりました。前後いたします

が、尾曳駐車場から学校まで歩く途中、第三小学校

の生徒さんが二人、「こんにちわ」と声掛けしてく

れました。普段から館女生の挨拶を見聞きしての自

然の行動だったと思います。こんにち（は）でなく、

（わ）の挨拶、地域とのつながりを生徒さん自らが

大切にする学校、たのしい一日をありがとうござい

ました。

『公開授業・進路講演会に参加して』

副会長 根岸 光男 様

【３年４組 根岸 奈穂（板倉中学校出身）保護者】

５月２５日土曜日、公開授業・進路講演会・PTA

総会等が開催されました。PTAの役員ということも

あり、子どもには敬遠されるとは思いましたが、久

しぶりに公開授業等を参観しました。

全体的な感想としては、どの生徒も熱心に授業に

取り組んでいました。また、参観に訪れている保護

者も多いと感じました。子どもたちは、思春期でも

あり、家庭では積極的に学校生活についてふれませ

んので、僅かではありますが、学校での様子が見ら

れたと思います。

その後の進路講演会は、子どもたちの将来に大き

く関わることですので、親としては一番気になると

ころです。館女卒業生の進路の状況や大学入試制度

等をわかりやすく説明していただき大変参考になり

ました。

館女は、公園などに囲まれたすばらしい環境にあ

ります。この環境の中で、充実した３年間を過ごす

ことを期待しています。

特集４ 『ＪＲＣ部』

『思いやる心について』

３年６組 新井 真純 （邑楽中出身）

私たちJRC部は青少年赤十字の目標である「気づ

き、考え、実行する」を心情に活動しています。具

体的には緑の羽募金、グリーンカーテン育成、炊出

し実習、ペットボトルキャップの回収、校内清掃や、

地区の他の高校と連携してのトレーニング活動で

す。

日々の活動を通して感じることは「ボランティア

は思いやりの心なくして成り立たない」ということ

です。活動中は常に、自分が今すべきこと、他者の

ためになることを探し、気づき、そして考え、実行

するよう心がけています。
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しかし、それはボランティア活動だけに留まらず、

人として社会で生きていくために必要な心構えだと

私は考えます。

私たちJRC部は数多くのボランティア活動を通じ、

そのような思いやりの心を育てていただきました。

このような活動が、少しでも他の人の笑顔を増やす

ことにつながればうれしいです。

特集５ 『茶道部』

『茶道部紹介』

３年３組 堀越 満里奈 (板倉中出身)

こんにちは、茶道部です。私たちは1年４人、２

年１３人、３年生１３人の計３０人で毎週水曜日と

木曜日に同窓会館で活動しています。流派は大日本

茶道学会です。

水曜日は講師の方をお招きして御免状取得を目指

してのお稽古で、木曜日は部員同士でお互いに教え

あったり、前日の復習をしたりしています。

茶道の大会というものはありませんが、県の大茶

会に参加して自分たちのお席をもつだけでなく、ベ

テランの方のお席に入って茶道の勉強をさせて頂い

ています。

茶道経験が全くない部員ばかりですが、活動をし

ていくうちに茶道の点前ができるようになり、ひと

つひとつの所作が身に付いていきます。

今年席は１月の初釜だけでなく、７月下旬には“

浴衣ざらい”というお茶会を予定しています。ぜひ、

お越し下さい。

特集６ 『華道部』

『華道部紹介』

３年６組 久保園 美穂（千代田中出身）

私達華道部は三年生二人、二年生五人、一年生二

人の計九人で毎週木曜日に被服室で活動していま

す。講師の先生に一から優しく丁寧に教えていただ

いています。楽しく和やかな雰囲気の中、一人ひと

りが思い思いに色とりどりのお花を生けています。

同じ花材を使って生けても、花器の違いや花形の違

いによって様々な見え方が出来て楽しいです。

「生ける」とは「生かす、生かしておく」という

意味があるそうです。私たち華道部では、切り取っ

た花や枝を生かし、輝かせるよう、お稽古に励んで

います。三年間続けると一生残るお免状を取得する

ことができます。

そして私たちの作品は、職員玄関と一階の生徒玄

関に飾ってあります。是非キレイなお花を見て、明

るい気分になってください!!

特集７ 『館女生 出身中学別ベスト10』

中学校名 全 体 １年 ２年 ３年

１ 館林第一 ６３ １４ ２８ ２１

２ 館林第二 ６２ １９ １６ ２７

３ 邑 楽 ６０ １８ １７ ２５

４ 館林第四 ５７ １７ ２２ １８

５ 多 々 良 ４６ １７ １４ １５

６ 板 倉 ４４ １４ １０ ２０

７ 大 泉 北 ３７ １１ １０ １６

８ 館林第三 ３４ １３ １５ ６

９ 明 和 ３０ ８ １１ １１

９ 邑 楽 南 ３０ ７ １４ ９


