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特集１『性・薬物講演会』感想 ７／９

１年１組 石原 未由羽（桐生桜木中出身）

この講演会で学んだことは本当にたくさんありま

した。なかでも、薬物に関する知識は自分でも分か

らないことが多かったので、このお話を聞いて、あ

らためて気をつけていこうと思いました。高校生の

間で知らないうちに危険な薬物が出回っていること

は知らなかったし、勝手に売人にされてしまうとい

うケースもあるというので、本当に怖いと思いまし

た。自分の身は自分で守らなければいけないので、

これからも十分気をつけていきたいです。そして、

エイズ・性に関する問題も、とても深刻なものに感

じました。望まない妊娠はその人にとって一生心の

傷になると思うし、相手を傷つけてしまった人も一

生の責任を負わなければなりません。人工中絶の過

程はとてもショックなものでした。そのようなこと

がないようにするには、相手をお互い尊重し合うこ

とが大切だと思います。自分に関係のないことだな

どと油断せず、ひとりひとりが考えるべきことだと

感じました。

この講演会を通して、様々な知識を学ぶことがで

きました。ひとりひとりの問題として考え、理解を

深めていきたいです。

２年１組 塚越 有彩 （宝泉中学校出身）

エイズや薬物など、私には関係ないと思っていま

したが、今日のこの講演を聞いて、私にもいつ起こ

りうるかわからない、重要なことだと感じました。

また、私は相手に何か言われたときに断るのが苦手

なところがあるので、“断る”ということが一番大

切、ということを聞いたときに、相手のことだけを

考えていてはダメなときもあるんだなと思いまし

た。今後、私が生活していく中で、たくさん誘惑や

誘いがあると思います。そうしたときに、“断る勇

気”があるかないかで人生が変わってしまうので、

きちんとした大人になり、“断る”ということもし

ようと思いました。

※ ＳＫＭ（青少年喫煙等健康問題）研究会代表で、喫煙飲酒

薬物乱用教育アドバイザーとしてご活躍されている小林賢二

先生にご講演いただきました。

特集２『第44回合唱コンクール』７／１０

『協力と練習』

１年５組 山嵜 海祐 （館林二中出身）

私のクラスはみんな金賞をとりたいという思いが

あり、朝のホームルーム前を使ったり、昼休みを使

ったり、放課後の練習時間を延長したりして、でき

るだけ多くの時間を使い、歌の練習をしました。歌

うときは、歌詞の意味を理解しつつ歌いました。そ

の練習の成果もあり、最初よりも大きくやわらかい

声で、感情をこめて歌えるようになったと感じまし

た。そして、合唱コンクールでは金賞が取れてとて

もうれしかったです。私は合唱コンクール委員です

が、上手に仕切ることができなかったところ、パー

トリーダーさんが仕切ってくれたので助かりまし

た。みんなが協力し合ったからこそ金賞もとれたの

だと思います。
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『２組の歌声は虹色』 ２年２組

竹内千晶 山口未華 （館林一中出身）

私たちのクラスは、正直に言って練習でとても苦

労しました。 練習がなかなか始まらなかったり、

指示をしっかり出せなかったり。でも、歌い始める

と、みんな真剣に歌っていました。歌詞にもあるよ

うに、私たちは不安だったけど、本番では、大きな

美しい虹をかけることができました。がむしゃらに

練習して良かったな、と思いました。クラスのみん

な、島田先生、泉先生、本当にありがとうございま

した。(山口 未華）

２年２組で「虹」を歌えて、さらに金賞という素晴

らしい賞を頂いたのは、高校生活の中の良い思い出

となりました。合唱が始まる前は、伴奏者として不

安と緊張でいっぱいでした。しかし直前にクラス全

員の顔を見て、今まで練習を積み重ねてきたことを

思い出しました。そうしたら気持ちが和み、緊張と

不安が一気に飛びました。自分たちは精一杯合唱で

きて気持ちが良かったです。歌の素晴らしさ、友達

の大切さ、この合唱コンクールがくれる意味を改め

て知りました。（竹内 千晶）

『最高３組！』

３年３組 毛塚 愛（館林三中出身）

銀賞の２クラスが発表された時、「もしかして、

もしかして」と胸がドキドキして手が震えていまし

た。二ノ宮先生が「３組」と言った瞬間、目の前が

真っ白になった気がしました。言葉にならない声、

涙、笑顔、本当に嬉しかった。あの瞬間、３組全員

の心が一つになったと感じました。そして、もう一

度、ステージに上がることができて、「夢みたい」

と思いました。

私たち３組は、当日まで試行錯誤していました。

特に、語りかけるような優しい部分と力強く激しい

部分との対比に苦心しました。まさか金賞がとれる

なんて、誰も思ってもみなかったと思います。しか

し、一人一人がより良い合唱にしようと一生懸命だ

った気持ちが、金賞を引きよせたのだと思います。

私は指揮をするのは初めてでした。しかし、みんな

にたくさんアドバイスをもらい、やりとげることが

できました。３組の指揮者をやらせてもらえたこと

に、とても感謝しています。最後にクラスを陰なが

ら見守っていてくれた瀬山先生、ありがとうござい

ました。本当に、３組でよかった。みんな最高だ！

特集３『三小英語活動』 ７／１７

『第三小学校訪問、英語授業を通して』

２年１組 栁田 みな美（館林三中出身）

私は英語授業の補助をするため第三小学校を訪問

してきました。正直、訪れる前は不安でしたが、実

際訪れてみると、子どもたちの積極的な姿勢や授業

の中で行われたゲームを楽しんでいる様子に心が和

み、緊張もしだいにほぐれていきました。

私は将来子どもと関わる仕事に就きたいと思って

いるので、今回の訪問は今後の進路選択について、

とても有意義なものとなりました。また、私自身も

英語を学ぶことの楽しさを改めて学ぶことができま

した。

『三小訪問を終えて』

３年１組 秋山 成美（邑楽南中出身）

７月１７日に三小に行き、レイ先生の英語の授業

を手伝ってきました。授業をするのは２年生だと聞

いて、英語なんてできるのかな？と少し心配してい

ましたが、どの子も積極的に単語を答えられて、自

己紹介ができる子までいて驚きました。また、２年

生の元気さにも驚かされました。

短い時間でしたが、教師を目指す私にはとても貴

重な経験になりました。参加することができてよか

ったです。



- 3 -

特集４ 『夏季学習合宿』７／２９～８／１

『学習合宿に行って』

１年４組 玉木 智子（太田旭中出身）

学習合宿１日目、私は久しぶりに長い時間勉強を

して疲れました。この日…残り２日間がんばってい

けるかなと、とても不安でした。２日目、私は特別

授業中、睡魔におそわれてしまいました。この日…

せっかく私たちのために先生方が授業をしてくださ

っているのだからしっかり睡眠をとって良い状態で

授業に臨んでいこうと思いました。そして、最終日

の３日目、最後の授業まで集中して取り組むことが

できました。最後の自習時間が終わったとき、３日

間がとても短く感じられ、まだまだみんなとならが

んばれる!! と思いました。

学習合宿は終わってしまったけれど、自分ひとり

でも合宿のときのように勉強に取り組まなければい

けないと思いました。これから自分を甘やかさず、

授業の予習・復習をしっかりして授業に望みたいと

思いました。

『学習合宿を通して』 バスケットボール部

１年６組 萩本 愛実（大泉西中出身）

希望者のみで、２泊３日の学習合宿へ行きました。

場所は伊香保でした。山奥にあり、空気がとても綺

麗で自然があり、静かな場所でした。そんな場所で

学習合宿は静かに始まりました。

合宿に参加した私自身の目標は、「最後までやり

遂げること」とありきたりな目標でした。ですが、

何時間も机に向かっていると、嫌になる時が何度か

あり、くじけそうになりました。そこでやはり大切

だと感じたのは、合宿に参加している「仲間」の存

在でした。ふと周りを見渡すと、その仲間は必死に

勉強と向き合っていました。それを見て様々な刺激

を感じ、前向きに頑張ることができました。また、

おいしいご飯、温泉、景色なども私自身の力となり

ました。３日間で、集中力が高められ、勉強への意

識が変わりました。

お金を払ってくれた親、仲間、先生、旅館の方々、

バスの運転手への感謝の気持ちを忘れずにこれから

も勉強と向き合っていこうと思います。ありがとう

ございます。

『学習合宿を終えて』 ダンス部

２年２組 吉冨 満里奈（邑楽中出身）

私は初めて学習合宿に参加しました。バスの中で

はお菓子を食べながら友達の歌で盛り上がっていま

した。予定より早く着いたので、１時間早く勉強を

始めました。お昼のご飯もすごく豪華でおいしかっ

たので勉強にも精が出ました。その後もずっと勉強

していました。私は１日にこんなに勉強する機会が

なかったので、この３日間で机に向かうという習慣

を身に付けました。２日目は一番辛く、１日で約１

０時間勉強でした。でも私は午前はお昼ご飯のため

に、午後は夜ご飯のために、夜は９時半以降の自由

時間のためにと、この勉強が終われば楽しいことが

待っていると思いながら頑張りました。３日目には

自ら早朝の自主学習にも参加しました。私は学習合

宿で時間の使い方、学習の習慣などを学びました。

学習合宿が終わってからも机に向かう時間が増え、

課題も順調に終わりました。来年も学習合宿があれ

ばぜひ参加したいです。

『高３の夏 －汗がにじんだノートたち－ 』

３年１組 江幡 星良（太田北中出身）

私達３年生３８人と先生方は、３泊４日で水上に

学習合宿に行きました。この合宿の良い所は、周り

の友達の良い雰囲気に刺激を受け、自宅では味わえ

ない緊張感の中でしっかりと学習できることです。

あまりモチベーションが上がらなかった私にある

先生が「ここからです。ここからどうするのかがと

ても重要。とにかく勉強！」と声をかけてくださり、

この夏は以前より厳しいスケジュールで頑張ろうと

思えました。

LJK(ラスト女子高生)の夏ということは忘れて合宿でもひ

たすら問題を解いていました。また、先生方も特別

講義などを設けてくださり、より充実した合宿とな

ることができました。ありがとうございました。

この学習合宿により、私たちは一層受験生という

意識が高まり、学習に専念することができました。
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これからも進路実現に向けて一生懸命頑張りたいと

思います。

『合宿』

３年６組 山下 夏生（多々良中出身）

勉強合宿に参加して、長時間集中して勉強ができ

るようになりました。分からないことがあれば、す

ぐに質問できるのでとてもはかどりました。皆が一

生懸命勉強している姿を見て、より頑張ろうと思う

ことができました。

勉強以外では、短い休憩時間でしたが部屋で友達

と話をしたりとても楽しかったです。

ご飯はとてもおいしく、皆で入った温泉も楽しく、

３泊４日と大変でしたがとても充実していました。

家に帰ってからも、この学習を活かしていけたらい

いと思います。

特集５ 『全国総文：箏曲部』８／２～３

２年６組 鈴木 紗季（城東中出身）

全国総合文化祭に出場させていただき、演奏でき

たことは、今でも夢のように思っています。私も含

め、部員全員が未経験者でありながら、わずか１年

で全国の舞台に立てるなんて思ってもいませんでし

た。全国大会出場決定を益子先生から伝えられた時

には、驚きと同時に嬉しさで涙が出ました。

その日から全国大会までの約８ヶ月間は、長いよ

うで短く、あっという間に本番の日を迎えました。

本番の演奏はリハーサルよりも緊張せずに、みんな

で楽しく演奏することができました。また、益子先

生が「今までで一番良い演奏」とおっしゃって下さ

ったことも、とても嬉しかったです。このような演

奏ができたのは、みんなの心が一つになり、一人一

人が全力で演奏できたこと、そして何よりも私たち

に一つ一つ丁寧にご指導下さった先生方のお陰で

す。この経験を後輩にも伝えて、もう一度夢の舞台

に立てるように練習に励みたいと思います。

特集６『国体優勝：ボート部』９／１１～１５

『台風の国体 ～ そして優勝 ～ 』

３年４組 栗原 菜摘（太田木崎中出身）

9/11～15まで東京の荒川で第68回国民体育大会が

開催され、少年女子ダブルスカルに2年生の瀧本さ

んと出場しました。これまで数々の大会に出場して

きましたが、この国体会場の荒川は非常に流れがあ

り、スタート地点で止まっていることも難しく、漕

ぐ力より流れに流されている感じがあり、大変戸惑

いました。予選の行われた11日はとにかく通過しな

ければ後日のレースにつながらないとの思いで一心

不乱にゴールを目指し、一着で通過しました。とて

も気持ちの良い一位通過でした。

準決勝のレースは、今までにないくらい緊張しま

した。2着までが決勝進出の条件です。500m付近ま

では3着、750m付近で2位に浮上し、ゴールしました。

大接戦でした。翌日の決勝が、とても楽しみになり

ました。

決勝レース日は台風の影響で朝から強い雨が降っ

たり止んだりの繰り返しでした。使用する物が故障

してレースは中止。それに伴って決勝進出のクルー

全てが優勝という結果になりました。複雑な優勝と

なりましたが、とても嬉しい良い結果になりました。

インターハイでは振るわなかった分、この国体は成

績を残したいと思って臨んだ大会です。最後にきて

とても良い思い出ができました。

三年間お世話になった金田先生、また、後輩たち

と耐えてきた厳しい練習も今となっては全て良い思

い出です。本当に色々ありがとうございました。

今後も一競技者としてボートに携わって行くつも

りです。この国体優勝を糧に頑張っていこうと思っ

ています。

（瀧本さん） （栗原さん）


