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第第 2255 回回全全国国高高等等学学校校ボボククシシンンググ選選抜抜大大会会出出場場  
              

 

 

 

 

 

 

 

               

      

質問１  試合中は別人ですね。目つきが違う！  

中島: 三橋先生からも、「目つきが違う」「いい顔してる」と

言われます。 

吉間: 私は、「気持ちを強く 

持て」「気持ちが負け 

てる」と言われる。 

自分でも、「折れてる」 

と気づくときもあるけど、言われて気づくことが多い。 

質問２  試合前はどんなことを考えていますか？  

中島: 試合の１時間前は緊張したり怖いと感じたり。直前

は、「ここまできたらやるしかない」と肝が据わる。 

吉間: 直前は空気が変わる。「全日本」は違う。強すぎる。

迫力に圧倒されそうになるけど、「絶対負けない」とい

う気持ちにもなる。 

質問３  減量はいつ頃から始めるのですか？  

中島: １ヶ月前から減量が始まります。お菓子・甘いもの・

ジュース・間食は禁止。夜は炭水化物は食べない。

油を使わず料理します。 

吉間: すごく辛いので、お菓子を作ってクラスの友達にプ

レゼントします。味見や、スプーンについたものを食

べて満足してる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問４  三橋先生はどんな方ですか？  

中島: やさしい。紳士。面白い。数学の先生だけど、雑学

が多い。減量の時もアドバイスをくれる。他校の先生

は、「勝手にやれ」が多い。でも、三橋先生は違う。 

質問５  勝った瞬間、まず思うことは？  

中島・吉間: 勝った！うれしい！食える！ 

質問６  殴られて痛くないの? 

中島・吉間: アドレナリンが出てるので痛くない。集中して

るし。痛さより、「やばい！」と思う。焦るだけ。 

質問７  練習内容を教えてください。 

吉間: ２時間半の練習の後、ストレッチと補強を３０分。す

っごく疲れる。ハード。試合前はよりハード。帰宅する

と制服のまま寝てる。 

中島: ３年だから勉強するけど、気づくと寝てる。 

質問８  練習中に大切にしていることは？  

中島: 先生に教えられたことや他校の先生に言われたこ

とをインプットし、欠点を直せるように練習します。 

吉間: 試合のシミュレーションをしながら、例えば、「脇をし

める」など、目標を決めて、できるようにする。適当に

やらない。 

質問９  ボクシング部に入ってよかった？  

中島・吉間: 良かった。精神的にも強くなれた。ちょっとだ

け痩せた。引き締まったね。 

11 年年生生、、入入学学おおめめででととうう♪♪  
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中島礼葉(3－4) 

 

吉間瑞希(3－5) 

平成 26 年３月 26 日、兵庫県芦屋市で開催された第

25 回全国高等学校ボクシング選抜大会で勝利者賞に

輝いたお二人にお話を伺いました。 

 

撮影:三橋淳(監督) 

4 月 8 日（火）入学式が行われ、新たに 241 名が館

女生として加わりました！ 

http://kanjo.main.jp/
http://kanjo.main.jp/
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1-2 渋谷 彩織さんに、入学した感想を聞きました♪ 

─ 入学式では緊張していたけれど、対面式や部紹介で

先輩方が館女について面白く教えてくださり、高校生活が

楽しみになりました。これから、館女でたくさんの事を学ん

で、成長したいと思います。入学し

たばかりで分からないことが多いの

で、先輩方、色々教えてください！ 

新新入入生生オオリリエエンンテテーーシショョンン学学宿宿 

 

 

 

 

◆合宿スケジュール◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座座談談会会①①  33 年年生生「「受受験験をを意意識識ししてて･･････」」  

  

 

質問１  ３ 年生になって、心境の変化はありますか？  

A: 危機感を感じるようになった。先生が怖くなったし。 

B: そうそう、先生の声のトーンが下がったよね。 

A: 休み時間にも勉強してるし、明らかに雰囲気が（２年生

の時とは）違う。授業中も集中してて静か。 

質問２  平日はどんな勉強をしていますか？  

D: 宿題だけやってます。 

E: 宿題をやってから自分で決めた課題に取り組んでます。

主にネクステージ（英文法問題集）。 

F: 予習が中心。英語の先生が厳しくチェックするから予

習ばかりになってしまう（笑） 

質問３  休日はどんな勉強をしていますか？  

F: 予習と課題をやってます。土曜日はほとんどやらない

けど、日曜日は５、６時間ぐらいやってるかな。 

A: 課題と予習で２、３時間ぐらい。平日は数学をやらない

から休日にやる。 

どうして平日は数学をやらないの？  

A: 担任の先生から、「嫌いな教科からやって、好きな教

科は最後にやれ。」と言われたので、平日は英語、休

日は数学になる。 

質問４  気分転換はしてますか？  

A: 家で踊ってる。 

B: 走りにいく。走るとスッキリする。 

F: 家で歌ってます。 

E: テレビを見る。土日の午前中はずっとテレビを見て気

分転換し、午後は勉強します。 

C: 本を読みます。東野圭吾とか。 

質問５  1年生へのアドバイスをどうぞ。 

A: 模試は捨てないほうがいい。初めのころの模試は捨て

ちゃった。大切さを分かってなかった。 

D: 苦手は作らないほうがいい。 

E: ちゃんと授業を聞いたほうがいいよ。私はそこそこ聞い

てました。 

質問６  ２ 年生へのアドバイスをどうぞ。 

A: 受験勉強は２年生の冬課外から本格的に始めた。始

めておいてよかったと思う。 

D: オープン・キャンパスにもっと行っておけばよかった。こ

の春休みに行こうと思ったらやってなくて。６、７月にな

るまでないですよ。               

☀☀☀   第第第 333000 回回回   強強強歩歩歩大大大会会会   
 

 

 

 

4 月 10 日（木） 

9:00 出発 ⇒ 11:20「松乃井」到着 

＊クラス記念撮影 ＊開講式  

＊生徒会本部によるレクリエーション  

＊学習の仕方① 22:30 消灯 

4 月 11 日（金） 

7:15 朝食 ＊学習の仕方② ＊生徒指導  

＊集団行動・レクリエーション ＊閉講式   

14:30 「松乃井」出発 ⇒ 16:50 到着・解散 

 

進路講演会(4.9) 

栁田みな美(3－1)  

長谷川瑛美(3－2) 

安楽岡千里(3－3)  石島康那(3－6)  

岡安沙樹(3－4) 

浜内佑(3－5) 

１年生は 4 月 10 日から 1 泊 2 日のオリエンテー

ション合宿に参加し、学習の進め方や館女での生活

について学んできました。たくさんの仲間ができ、

クラスの団結力も深まったようです 

 

3 年生に受験生になった心境を伺ってみました。1、2

年生の皆さんだけでなく、3 年生でさえも参考になる意

見が飛び出しました。必読です！ 
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強歩大会はタイムを競う行事ではありませんが、

先頭でゴールした 5名の名前を載せ 

ておきます。１番の瀧本さんは、 

8:30にスタートし、 

11:24にゴールしました。 

 

第１位 3-3 瀧本 日向子(ボート部)   

第２位 3-6 庄條 美穂  (ボート部)   

第３位 3-5 小野 槙   (ソフトボール部)    

第４位 2-2 大出 若奈  (ボート部) 

第５位 3-2 中西 莉彩 (ソフトテニス部) 

      3-4 横村 悦実 (ソフトテニス部) 

       

✽＊第４位の大出さんにインタビューしました(^ ^)＊✽ 

広報部：どのくらい走って、何時くらいに学校に帰ってきたの？  

─ ちょっとですよ。３分の２くらい。帰ってきたのは

12時半くらいです。 

広報部：誰と歩いてたの？  

─ １人です。とにかくひたすら歩いていたけれど、

土手が寂しかったです・・・。 

広報部：何を考えながら歩いていた？  

─ 後ろに抜かされないように。前も後ろも見えなく

て、いつ後ろから来るかが怖かったです。 

広報部：ゴールしたときの気分はどうだった？  

─ 皆に学年 1位だと言われて嬉しかったです。 

広報部：強歩のときに楽しみにしている

ものはある？  

─ 完歩のあとのアイスがや

っぱり楽しみです。 

広報部：来年の強歩に向けての意気込

みをどうぞ！  

─ 来年は全体の１位で戻って来たいです！ 

「「レレシシテテーーシショョンン発発表表会会」」参参加加者者ににイインンタタビビュューー  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問１  暗唱大会に選ばれたときの感想は？  

川田: うれしいけど不安だった。他の代表者の方が自分

よりうまく聞こえて、がんばろうと思った。 

阿部: うれしかったけど、怖かった。自分の発音に自身が

持てず不安だった。 

質問２  暗唱はどうやって練習したの？  

阿部: ＣＤを何回も聞いた。好きな音楽を聞くのをやめて、

音読 CD を聞いた。聞き続けるのではなく、用事をし

ているときや勉強に飽きたときに聞きました。 

質問３  発音で苦戦したところは？  

阿部: thの音を前は「ザ」って言ってたけど、違いがわかる

ようになった。カタカナ英語だったけど意識すると変

わってきた。「restaurant」が難しかった。塾の先生に

も口の形を示してもらった。「r」が難しくて、似た音を

出しただけだったかも。 

川田: 強弱、アクセントの位置が難しかった。でも、発音

記号が分かるようになった。 

質問４  本番はどうでしたか？  

川田: 失敗したけど、やってよか 

った。みんなの励ましがうれ 

しかった。 

阿部: 他と比べると発音が劣っていたかもしれないけど、

スラスラ言えて良かった。 

質問５  暗唱をやって良かったと思う？  

阿部・川田: 良かったと思う。 

阿部: 発音はごまかしていたところがあったが、違いが分

かるようになった。 

川田: 教科書を読んでいても、フレーズごとの切れ目が

わかるようになった。 

阿部: 洋楽はもともと聴いてたけど、ゆっくりとした英語の

曲なら単語がはっきり聞き取れるようになった。 

川田: 模試のリスニングで英単語でメモするようになった。

この前の模試、リスニングの点数が上がりました。 

質問６  発表会に参加してよかったですか？  

川田: 発表会には参加した方がいい。自信が持てる。失

敗しても思い出になった。 

阿部: 英語に対する意欲が変わった。英語を話せるよう

になりたいとも思った。発音とか、強弱とか、先生たち川田梨央(3－1) 
阿部友紀(3－6) 

毎年恒例の１、２年生による English Speech 

Presentation が 3 月 24 日に実施されました。１年

生は Speech、２年生は Recitation（暗唱）と分け、

クラスの代表者が日頃の学習の成果を発表しました。 

４月 26 日（土）、恒例行事である強歩大会が行わ

れ、663人の館女生が約 30kmを歩きました。今

年は暑いくらいの気候でしたが、参加者のほぼ全員

が完歩できました！ 
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姉妹校であるニュージーランドのプケコへ高校（北島・

オークランド近郊）で語学研修を行って参りました。 

3 月 6 日 13:00 館女出発    

7 日～ 9 日 ホストファミリーと過ごす 

  10 日～13 日 プケコへ高校で語学研修 

14 日 ロトルア観光 

15 日 オークランド観光 

16 日 21:00 館女到着  

 

に指摘されて、授業より面白い時間だった。発音の

訂正はその場ですぐにできるし、上達が肌で感じられ

て達成感がある。 

NNZZ 語語学学研研修修参参加加者者ににイインンタタビビュューー  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

質問１  NZで一番印象に残っていることは？  

高橋: 家での過ごし方が日本とは違う。Wi-Fi が使えない

から携帯を使っている時間が少ない。 

阿部: 英語が思っていた以上に通じない。発音の問題だ

と思う。Can I use the washing machine?と尋ねてみた

が、Hmm?と聞き返され尻込みした。洗濯機の前で洗

濯物を持っているのだから察してくれてもいいのに。

１度では通じず必ず何度か言い直す羽目に。雰囲気

で感じ取ってはくれない。 

高橋: ビーチに行く前に、スーパーでチョコレートを買った。

「これはお土産だ」と伝えておいたのに、ビーチでクー

ラーボックスに入れて欲しくて差し出すと、「Thank 

you」と食べられてしまった。何で分かってくれないん

だ！こちらの気持ちを想像してはくれない。 

質問２  NZに行って良かったですか？  

高橋: 帰ってきて、思った以上にコミュニケーションが取れ

て達成感がありました。 

阿部: すごく楽しかった。行く前は不安で、行きのバスの

中で吐いたし、成田で帰りたかった。でも、バディが

やさしくて、こんないい人がいるのか、と思った。オー

プンだし、日本人よりも気楽だから、気を遣う必要が

ない。もうちょっといたかった。前日から帰りたくなくて

泣いてしまった。 

質問３  帰宅後、変化はありますか？  

高橋: 以前は、英語を勉強する気にはならなかったが、

最近は家でもやってます。 

阿部: 人に感謝ができるようになった。日本では何でも両

親にやってもらうのが当たり前だったが、NZ では言

わなければ何もやってくれない。やってもらえば必ず

ありがとうと言わなければならない。「ごめんね」「あり

がとう」が自然に出るようになったと思う。 

質問４   お土産で喜ばれたものはありますか？  

高橋: カイロはすっごく喜ばれました。キットカットの抹茶

味が気に入ったみたい。 

阿部: おしょうゆ味のお煎餅は味が濃くてサイコーだった

ようです。 

質問５  日本の方がいいな、と思ったところは？  

阿部: 清潔かな。NZ はコップを落としてもそのまま使っち

ゃうのでびっくりした。電子レンジが保存庫だった。 

高橋: 冷蔵庫にしまうけど、何度も温め直しをして何度も

食卓に並んでました。賞味期限を気にしてなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋里菜(2－1) 
阿部見菜子(3－1) 

掲 示 板 

ダンス部 

６月８日（日） 

「館女ダンス部発表会」 

♪日頃の練習の成果を 

ぜひ見に来てください！ 

被服手芸部 

家庭クラブ 

５月３１日（土）13:00～/14:30～ 

６月１４日（土）13:00～/14:30～ 

「ブラジルカラーのミサンガを編もう」 

＊企画展示「陽光の大地」 

ブラジルの日系人画家たちと大岩オスカール 

♪館林美術館で開催されるワークショップ

です。一般参加もできます。ぜひ

来てください！ 

次回の「館女通信」は 7月１１日発刊です！ 

館女通信も 3年目を迎え、内容を一新しました。 

楽しんでいただけたらうれしいです。 榊原・斎木 
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