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特集１『球技大会』 ９／１８～１９

『総合優勝』

３年５組 田口 真優（館林四中出身）

私は、球技大会で多くのことを学ぶことが出来ま

した。

私が参加した球技はバレーと卓球です。一日目の

バレーでは二位リーグ決勝まで勝ち残りました。最

終セット、相手が最終ポイントになり、私がミスを

してその試合は負けてしまいました。とても悔しく、

一球一球の大切さを深く感じました。

二日目は卓球です。前日の悔しさを胸に試合に臨

みました。一球に全力をこめ勝ち進み、大差で優勝

することが出来ました。バレーのこともあったので

本当に嬉しかったです。

また、他の競技の応援では、白熱した試合でクラ

スメイトの真剣な表情や息のあったチームプレイを

見ることができ、とても感動しました。

受験生となった私たちはスポーツする機会も少な

くなっていたので、この球技大会でスポーツの楽し

さや大切さを改めて学ぶことができました。

『やられたら、やり返す。』

３年２組 川上 芽生（千代田中出身）

球技大会実行委員長

「倍返しだ！」

秋の高く澄んだ青空のもと、私は大ヒットドラマ

「半沢直樹」の名台詞を引用し、正々堂々と戦うこ

とを誓った。高校生活で最初で最後の一大イベント

に臨むに当たって、私は勝ちたい気持ちでいっぱい

だった。倍返し。

その言葉は、勝利を手にするための私の起爆剤と

なる…はず、だった。

私は知らなかった。女子高生の本気を。

私は知らなかった。館女生の底力を。

私の気合いは、まるで大海に放り込まれた

蛙のようにあまりにも簡単に館女生、いや選手達の

気迫に飲み込まれてしまったのだ。本気で試合に臨

む彼女達は、倍返しどころではなく三倍、四倍返し

くらいの勢いで獅子奮迅の活躍を魅せた。正直あま

り運動が得意ではない私は、目の前で繰り広げられ

る試合の数々に唖然とする他なかった。無念。

館女の皆さん、球技大会の二日間お疲れ様

でした。館女生の底力に乾杯！

『球技大会に参加して』

２年４組 柿沼 千鶴 （明和中出身）

球技大会実行委員

９月１８日、１９日私たちの学校で、球技大会が

行われました。9月とは言え、かなり暑い日差しの

中での開会式は立っているのがやっとでした。競技

は8種目あり、私はキックベースに参加しました。

キックベースでは、私は野球が好きなこともありル

ールは多少は分かっていたのですが、中々思うよう

にボールをけることが出来ませんでした。サッカー

部の子達の打球はもの凄い迫力があり、さすがサッ

カー部！凄いなぁと感心するほどでした。

バスケットボールでは、クラスの友達が何度もス

リーポイントを決め素晴らしかったです。バスケッ

トボールには出ていないけど、とても心に残りまし

た。どの競技も、真剣で必死に頑張っている姿が印

象的でした。私達のクラスは総合で準優勝をとるこ

とができました。

それぞれのチームがクラスで団結し一生懸命

頑張った証だと思います。今回の球技大会で協力す

ることの大切さ、一生懸命頑張ることの大切さを改

めて学ぶことが出来たような気がします。
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『みんなに感謝』

１年６組 田島 萌衣 （大泉南中出身）

ダンス部 球技大会実行委員

３年に１度の球技大会はとても思い出深い行事で

した。学年を超えた勝負はとても燃えました。そし

て、６組の友情の深さを改めて知ることができ、感

動したのを鮮明に覚えています。勝った時の嬉しさ

を共に分かち合い、負けてしまった時は共に励まし

合うことができる６組で球技大会に臨むことがで

き、総合準優勝というよい結果を出せて本当に良か

ったなと思っています。また、球技大会実行委員を

支えてくれた６組のみんなに感謝しています。

正々堂々と勝負した悔いのない球技大会でした！

『アタックNo.1～２０１３～』

３年１組 渡辺 美緒 (多々良中出身)

バレーボール１位

私たち三年一組は２チーム作れないほど人数が少

なく、最初はどうなるかとても不安でした。その不

安を抱えたまま、第一試合をむかえました。緊張も

していたため、慌ただしくなってしまったことが何

度かありました。しかし、だんだん場の雰囲気に慣

れたのか、３本目までしっかりつなげられるように

もなりました。決勝戦はフルセットになり、少し焦

りが感じられましたが、サーブで相手をくずし、流

れを自分たちに持ち込みました。そのおかげで焦り

もなくなり、最後まで落ち着いたプレーをすること

ができ、見事優勝を勝ち取ることが出来ました。私

たち三年生は球技大会が高校で最後の行事でした

が、思い

出に残る

ことがあ

って良か

ったです。

最高の球

技大会で

した！

『サヨナラホームラン』

３年４組 海野 真由 （千代田中出身）

キックベース１位 ３－４

９月１８日。快晴。球技大会１日目。試合が始ま

る前の私たちは、緊張していました。でも、緊張し

ているとは思わせないプレイで午前中は圧勝しまし

た。３年４組は他のクラスよりも応援がかなり少な

かったので、盛り上がりがあまりなく、勝てそうな

雰囲気はありませんでした。

午前の試合が始まり、午前中と変わらず勝ち進み

ました。準決勝から応援も増え、決勝ではもっと増

えました。決勝は接戦でさらに盛り上がり、ひやひ

やしていました。５回表で、７対７の同点に追いつ

かれ、私たちの攻撃になりました。サヨナラホーム

ランで見事優勝することができました。決勝は４人

もホームラン、ファインプレイもあり、とてもすば

らしいプレイをすることができました。高校最後の

行事だったので、みんなで盛り上げられ、いい成績

を残せてとてもいい思い出になりました。

『気分は優勝!!』

２年３組 原 有理奈（太田城西中出身）

ドッヂボール 2位

３年に１度の球技大会が、９月１８・１９日に行

われました。私は、ドッヂボールに参加しました。

最初は苦手意識があり、とても怖かったのですが、

何回かやっているうちにボールに慣れてきました。

私は、逃げることで精一杯だったのですが、主力選

手たちが私の分まで頑張ってくれました。そのおか

げで決勝へと進むことができました。決勝戦では他

のクラスも応援してくれて、とてもうれしかったで

す。結果は負けてしまったけれど、最後まであきら

めずに楽しむことができました。準優勝だったので

すが、気分は優勝でした!!球技大会を通して、クラ

スの団結力が深まり、普段話さない子とも仲良くな
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れたのでよかったです。２年３組最高！みんなあり

がとう！

『一致団結した球技大会』

２年６組 水野 香里 （館林四中出身）

バスケットボール１位

今回参加した球技大会で、私は２日目のバスケッ

トボールに出場しました。会場に入った途端、すご

い歓声と試合のクオリティーの高さに驚きました。

どのクラスも真剣で、すごい気迫を感じました。私

たち２年６組は特に練習することができなかったの

で少し不安はあったけれど、優勝目指して頑張ろう

と、一致団結して一試合、一試合戦っていきました。

初戦は緊張して呼吸が合わなかったけれど、だん

だん試合を重ねるごとに、呼吸が合ってきて、みん

なもシュートがどんどん入るようになりました。決

勝戦ではクラスのみんなが一丸となって応援してく

れたおかげで優勝することができました。そのとき

の喜びは試合での疲れを一気に吹き飛ばし、みんな

笑顔で満ち溢れ、より一層みんなとの絆が深まった

ように思いました。また、最後に先生たちとも白熱

した試合ができ、とても思い出深いものとなりまし

た。

特集２『料理部』

『料理部に入って（新入部員感想）』

私は、料理部に入って、料理の楽しさを知りまし

た。料理が苦手だったのですが、友達と協力しなが

ら料理をすることで、少しずつできるようになって

きました。これからも様々な料理に挑戦していきた

いです。（Ａさん）

私は、料理部に入ってまだ2ヶ月しか経っていま

せんが、すでに色々な美味しい料理を作りました。

みんなと協力して作る料理はとても美味しいので、

これからも頑張りたいです。

（館林三中出身 町田栞・大杉彩菜）

私は、今まで料理なんてほとんどしたことがあり

ませんでした。でも、料理部に入って料理をする機

会が増え、料理の楽しさを知りました。これからも

友達と協力しながら、楽しく作っていきたいです。

（館林一中出身 今泉伽菜）

私は、色々な料理を作ってみたくて、この部活に

入りました。料理部に入って2ヶ月ですが、たくさ

んの料理を作り、友達と協力しながら作った料理は

とても美味しかったです。これからもたくさんの料

理を知ることができたらいいと思います。

（邑楽中出身 夘月浩子）
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特集３『テニス部』

２年１組 小島 光稀（多々良中出身）

こんにちは。硬式テニス部です。私たちは２年生

２人、１年生６人の計８人で日曜日と祝日以外の日

は毎日、城沼テニスコートで練習しています。

今年度の高校総体団体では、ベスト１６に入るこ

とができました。来年はベスト８を部員全員の目標

に頑張りたいです。個人戦では、本戦に１人しか館

女からは出ていないので、より多くの選手が本戦に

出られるように練習していきます。先輩、後輩とて

も仲が良く楽しく練習しているので、ぜひ一度見に

来てください。

特集４『ボート部』その２

『国民体育大会を終えて』

２年２組 瀧本 日向子（太田旭中出身）

私は活動量も活動内容も濃くて、心も体も鍛えた

いと思って、この部活に入部することを決めました。

実際に部活をしていると、自分の想像していた、そ

れ以上の大変さに驚き、弱音を吐いてしまうことも

あります。そんな厳しい練習の中迎えた国民体育大

会。先輩との最後のレースであり、インターハイで

の悔しい思いをぶつけるためのリベンジのレースで

もあったため、楽しみというよりは不安や緊張でい

っぱいでした。予選から上位２クルーに入らなけれ

ばいけないという厳しい戦いでしたが、無事通過す

ることができ、そのまま先生や先輩に支えてもらい

決勝まで進み、結果を残すことができました。一人

ですべての準備をすることはできないし、自分一人

では相手を抜くこともできなかったと思います。ま

た、周りの人たちからの応援も大きな力と励みにな

りました。このように今回は結果を残すだけでなく、

いろいろ気づくこともできました。今、すばらしい

経験ができることに感謝し、また辛い練習を乗り越

えていこうと思います。

特集５『吹奏楽部』

『早稲田大学グリークラブとの演奏会』

２年５組 恩田 朱莉 (多々良中出身)

８月２４日、震災復興

支援チャリティーを目的

とした早稲田大学グリー

クラブ演奏会に出演させ

ていただきました。『レ・

ミゼラブル』メドレーや

『あすという日が』を含

む４曲を演奏しました。

またゲストとして、ミュ

ージカル歌手の伊藤紫央

里さんに歌っていただき

ました。

私は今まで男性合唱を聴いたことがなく、初めて

聴いた男声合唱での「民衆の歌」は、とても力強く

て感動しました。また、グリークラブのみなさんの

ステージは、演出や構成が考えられていて、音楽の

楽しさを体全体で表現していることが伝わってくる

ものでした。

今回の演奏会で、「音楽ってこんなに楽しいんだ」

と改めて思いました。グリークラブや伊藤さんの歌

に合わせて演奏するのは、とても気持ちがよくて、

ステージが終わった時には、「もっと演奏したい」

と思うくらい楽しかったです。この演奏会で感じた

音楽の楽しさを忘れず、この経験をこれからの演奏

に活かしていきたいと思います。


