
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

―発表会を終えての感想をお願いします。 

柿沼：終わるのが本当に早かった。 

あっという間だったけどすごく充実してた！ 

吉富：めちゃくちゃ楽しかった！もう一回やりたい！！ 

―発表会が始まる前はどんな気持ちだった？  

柿沼：緊張していたのと、楽しみだったのと、これで終わっ

てしまう・・・っていう色んな思いがあって、泣きそう

だった。 

吉富：でも本番前、「これが本当に最後だと思って一つひ

とつの作品を大事に踊ろう」と皆で話し合ってた。 

―ダンスを始めたのはいつ？ 

吉富・柿沼：高校に入ってから。 

―ダンス部に入ろうと思ったきっかけは？ 

吉富：お姉ちゃんが館女のダンス部で、発表会を見に行っ

て興味を持った。その時から入ろうって決めてた！ 

―ダンス部はどんな部活ですか？ 

吉富・柿沼：何でも言い合える！ 

他の部活よりももっと絆が深い！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 大会を終えての感想をお願いします。 

瀧本：勝たなきゃと思ってレースに臨んだ。各レースの課

題をこなすことができて良かった。 

細田：３位以内に入ることが目標だったので、それが達成

できて良かった。 

大出：今回のペアは初めてだったから不安だった。 

― 瀧本さん、ジュニアオリンピック出場が決まりま

したね！すごい！そのことについて教えて下さい。 

瀧本： レースは８月５日からです。クルーボートという２人、

４人のチーム戦に出ます。上位３チームは他の大

会にも出られるので、その上位３チームに入ること

が目標です！ 

 

 

県高校総体 女子 100mハードル ２位  

３-５ 髙橋 美緒 さん （休泊中出身） 

3-5 鉢呂 真由さん（長距離）、髙橋さん、3-2 鈴木 利

衣さん（長距離）の 3 名に、インタビューをしました！ 
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３－３ 瀧本 日向子さん（シングル１位 太田旭中出身） 

３－４ 細田 里奈さん （ダブルス３位 千代田中出身） 

２－２ 大出 若奈さん （ダブルス３位 千代田中出身） 

 

関東大会出場！ 

３－４ 吉冨 満里奈さん （部長 邑楽中出身） 

３－３ 柿沼 優妃さん （副部長 休泊中出身） 
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─ みんなの種目はどうやって選んだの？ 

鉢呂：興味がある種目をやってみるとか。 

鈴木：そうそう。 

鉢呂：あと、私、短距離苦手なんですよー。 

私の場合、生まれ持ったものがスピードより持久力

だった、みたいな？（笑） 

鈴木：それなんかかっこいい！ 

髙橋：私は先生に薦められてハードルを始めました。 

─ そうなんだ。ところで、館女の陸上部は楽しい？ 

３人：超たのしい！ 

鈴木：それに、仲良し！ 

髙橋：大会後にたまに打ち上げとか行くよね。 

鉢呂：でも、練習はツライ・・・。 

髙橋・鈴木：めっちゃツライー！ 

─ そんな陸上部の中で、髙橋さんはどんな存在？ 

鉢呂：ギャップ！ギャップがある人！ 

鈴木：お父さん！お母さんじゃなくて、お父さん！ 

髙橋：なにそれー！なんかやだー。 

鈴木：チームを支える大黒柱って感じってことだよー。 

─ なるほど。最後に、引退までの意気込みをどうぞ！ 

鉢呂：勉強も部活も成績を伸ばす！ 

鈴木：もっと速くなりたい！勉強は･･･（苦笑） 

髙橋：関東でもベストが出せるように頑張ります！ 

 

 

～５月４日（日）＠大泉文化むら～ 

✽演奏曲✽ 

 

 

 

「定演を終えて・・・」 

 ３-６ 恩田 朱莉（多々良中出身） 

今年の定期演奏会は、新たに 17名の 1年生を迎え、総勢

39 名の新体制での演奏会となりました。演奏会ではクラ

シック、ポップスを含む全 12曲を演奏しました。また、今回

は作曲家の八木澤 教司先生と私達の先輩である甘利 

彩花さんのお二人をお迎えして一緒に演奏をすることが

できました。緊張もありましたが、とても楽しく、良い経験と

なりました。また、この演奏会で会場が一体となって音楽

を楽しむことの大切さ、ひとつのステージを作り上げること

の大変さやそれが成功したときの達成感など、たくさんの

ことを学ぶことができました。そして、私達 3 年生にとって

最後の定期演奏会を最高の形で終えることができて、本

当によかったです。 

 

県高校総体 インタビュー 

 

 

 

 

 

─ 今回の総体はどうでしたか？ 

油川：県内大会で初めて女

子の実戦が行われまし

た。同門対決は少しや

りづらかったです。全国

とは違う緊張感で、練習

と同じような動きはできませんでした。1 日 1 日の練

習を大切にし、最後の試合では、勝って笑顔で終わ

りたいです。 

─  雑誌やテレビの取材にひっぱりだこですね。

『Number』、面白かったです。取材を受けた感想は？ 

中島：多くの人に館女のボクシング部について知ってもら

える機会を頂き、とてもありがたいです。今まで先輩

方に色々な面で努力して頂いたおかげだと思ってい

ます。先輩方にはとても感謝しています！ 

─ 普段の練習について教えて下さい。 

中村：練習では、１人１人が真剣にストイックに自分を追い

込んでいます。それ以外では、先輩、後輩関係なく話

をしていて、笑顔があふれています。 

─ ボクシング部に入部したきっかけと、入部した感想

をお願いします！ 

「斎太郎節」の主題による幻想／「公慶の悲願」～東大寺大仏殿、再

建への道／陸軍分列行進曲／VONGOLE!／Sheltering sky／大空から

の贈り物／バレエ行進曲「三角帽子」より序奏・終幕の踊り 

３－４ 中島 礼葉 さん （フライ級 1位 千代田中出身） 

３―２ 油川 真優 さん （フライ級 2位 宝泉中出身） 

２－２ 中村 ありさ さん （ピン級２位 宝泉中出身） 

１－２ 冨田 美寿々 さん （演技の部２位 邑楽南中出身） 
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冨田：新聞などで館女のボクシング部の活躍を見て、自

分も先輩方のようになりたいと思い入部しました。と

ても仲が良いし、練習も充実しているので楽しいで

す！ボクシング部に入って良かったと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─ 準備は忙しい？順調に進んでる？ 

石井：結構・・・・・・。 

森田：大変です・・・。 

石井：進んでるけど、キビシイですね。 

森田：パンフレットとか。 

石井：そうそう。何回も手直しとかして完璧にしてから業者

に出さなきゃだから、大変。 

─ クラス企画以外にはどんな企画があるの？ 

石井：生徒会企画で、ミス・ミスターコンテスト、生徒会役

員を探せ、クラス企画と模擬店の投票があります。 

─ 生徒会を探すと何かいいことが起きちゃうの？ 

森田：ステキなものがもらえるよ、みたいな。笑 

石井：最低３人くらいに。笑 

森田：ぜひ、生徒会の新旧役員 16人を探してください！ 

─ 今回の友誼祭、ズバリ見所は？ 

石井：・・・全部なんだよなぁ。 

森田：そうそう。 

石井：今年は体育館の企画にもすごく力を入れているの

で、体育館企画を見て欲しいです。 

森田：あー。あとは、一般公開が 2日間になったので、多

くの人に来てもらいたいですね。企画を決めるに当

たってのヒアリングとかも、たくさんしました。 

─ いい文化祭になりそう？ 

石井・森田：します！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「三年に一度の友誼祭」 

友誼祭実行委員長 ３-５ 髙津 友里恵（多々良中出身） 

友誼祭お疲れ様でした。無事に二日間を終えることが

でき、本当に良かったです。今回のテーマ「Girls, Be 

ambitious～少女たちよ、大志を抱け～」にちなみ、各クラ

スや各団体が協力し合い、素晴らしい友誼祭を作り上げ

ることができました。また、友誼祭を通して、たくさんのこと

を学ぶことができました。自分にとって二日間の楽しくて

濃密な時間を過ごした友誼祭は、一生の大切な思い出で

す！ 

友
誼
祭
の
準
備
を
し
て
い
る 

生
徒
会
２
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
！ 

3-2 石井 実乃莉 

（館林一中出身） 

2-6 森田 香 

（館林四中出身） 

７／５（土） 

６（日） 
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─ 今回の大会はどうでしたか？ 

負けたと思いました。投了
とうりょう※

も考えたけれど、５連覇がか

かっていたので、意地でも勝ちたくて･･･。最後まで諦めず

に打ち続けました。優勝できて、本当によかったです♪ 

 

─ 囲碁はいつから、何がきっかけで始めたのですか？ 

小学４年生の頃、兄がやっているのを見て興味を持った

のがきっかけです。近くに打つところが無かったので、車

で 1時間かかる囲碁教室に通っていました。 

─ 囲碁の魅力を教えてください。 

囲碁はルールがシンプルだけどとっても奥深いゲームで

す。変化は 10×360 乗もあると聞きました。あのイチロー

やアインシュタインも囲碁を打っていたんですよ！皆さん

もどうですか？（笑） 

─ 今後の目標を教えてください。 

茨城総文祭で入賞!!! 

「定期演奏会を終えて」 

３-４ 小暮 亜利沙 (板倉中出身) 

 ６月１４日に文右衛門ホールで定期演奏会を行いました。

新入生が加わり、総勢 33人で舞台に立つのは、これが最

初で最後となりました。緊張したけれど、部員全員が笑顔

で演奏会を終えることができました。本来ならば３年生は

ここで引退ですが、今年は全国大会があるので引退には

なりません。念願の全国大

会の舞台、３年生は２年半

の集大成として、２年生は

今後の糧になるように、精

一杯頑張るので、ご声援の

程よろしくお願いします。 

 

 

 

５月６月はこんな行事もありました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲 示 板 

筝曲部 

７月１３日（日）11:00～／14:00～ 

「アピタ演奏会」＠館林アピタ 1Ｆ 

♪ぜひ聴きに来て下さい！ 

生徒会 

８月１５日（金）11:50～13:00 

♪ぐんまアリーナで行われる「戦没

者追悼式」に生徒会長 2-6森田 香さ

ん（館林四中出身）が参列し、若者

（高校生）代表として館林高校の生

徒会長と一緒に平和への誓いと献花

を行う予定です。 

次回の「館女通信」は 9月 1日発行です。今後も館

女生の活躍をどんどん載せていきますので、楽しみ

にしていてください！   斎木・増子 

 

 

 

女子個人戦１位  

３-６ 青柳 萌花 さん(館林四中出身)  

) 

 

 

今月の館女 
 

5/17 ＰＴＡ総会・公開授業 

 

※投了･･･囲碁・将棋などで、一方が負けを認めて勝負がつくこと。 

5/20 つつじの子房摘み 

 

6/3～9 読書週間 

 

6/3 防犯教室 

 

6/24 情報モラル教室 
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