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  館   女   通   信 

 
 

 第２１号           館 林 女 子 高 等 学 校         【平成２４年創刊】  

   ２０１４年（平成２６年）９月１日発刊  

 発行所：館林市尾曳町６番１ 号 〒374-0019 電話(0276)72-0139 群馬県立館林女子高等学校  発行責任：広報部 

３－４  小暮 亜利沙さん（旧部長 板倉中出身） 

２－３  蓮見 桃香さん  （新部長 明和中出身） 

 

全全国国大大会会（（大大阪阪））  

  

―お疲れ様でした。演奏した曲を教えて下さい。 

蓮見：『序曲 イ長調』を演奏しました。メリハリが

ある曲で、しっとりとした部分と明るい部分があり

ます。私は激しい部分が好きです。 

―全国大会はどうでしたか？ 

小暮：館女マン&ギタ部として５年ぶり、私たちに

とっては念願の全国大会出場でした。とても緊張し

ましたが、そんな大舞台で優良賞をとることができ

たのも周りの方々の応援があってのものと感謝し

ています。ありがとうございました。 

―どの位練習したの？また、大変だったことは？ 

蓮見：この曲は昨年の８月に楽譜が配られ、譜読み

を始めました。全国大会直前は毎日練習しました。

曲想が変わる部分で、みんなで一斉に切り替えるの

が大変でした。 

―小暮さん、後輩へ向けて一言お願いします。 

小暮：後輩のみんなと演奏ができて本当に楽しかっ

たです。一緒に涙を流したのも良い思い出です。こ

れから大変だと思うけれど、みんなきっと大丈夫。

諦めなければきっと結果は返ってくるはずです。 

今後の活躍を期待しています。 

 

全全国国高高校校総総合合文文化化祭祭（（茨茨城城））  

 

３－６   鈴木 紗季さん（旧部長 太田城東中出身） 

―大舞台で演奏した感想を聞かせて下さい。 

緊張したけど、それより全国大会という大舞台で演奏

できることが嬉しくて、とても楽しく演奏できました。 

―練習中に大変なことはありましたか？ 

演奏人数が昨年の倍くらいに増え、出だしや高さな

ど、音をそろえることが大変でした。また、私のパ

ートはほとんどなかったのですが、他のパートは曲

中に何回も調弦を変える部分があって、大変そうで

した。 

―筝曲部での一番の思い出は何ですか？ 

２年連続で全国大会に出場したこと！それと、入部

した時に５曲の楽譜を渡されて「１ヵ月半後の発表

会で演奏する」と言われたことです。朝練や昼練を

やってなんとか弾き終えることができました！たぶ

んこのことがあったから、今の３年生同士が仲良く

なれたし、筝の演奏技術も上がったと思うので、大

変だったけれど今となってはいい思い出です。 

―最後に、後輩たちへ一言お願いします。 

これからも練習をしっかりとやって、全国大会出場

目指して頑張ってください！応援しています！！今

まで個性の強い８人を支えてくれてありがとう！！ 
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―大会を終えての感想をお願いします。 

井上：試合に勝ち進めなかったことはすごく悔しい

けれど、ベストを尽くせたので良かったです。 

新井：今までやってきたことはすべて出し切ったの

で、悔しくはなかったです。 

―なぎなたをはじめたきっかけは？ 

井上：小学校４年生の時、「おおた広報」を見た母

に勧められて体験教室に行って始めたのがきっか

けです。 

新井：井上さんと同じく、小学校５年生の時から

始めました。そこで井上さんと出会いました♡ 

―新井さん、今後の目標を教えてください。 

個人競技一本で 

頑張ります。 

自分の体格を 

生かした「攻め」 

の試合をしたい 

です。 

―何枚くらいのイラストを展示したの？ 

今年は６００枚程展示しました！毎月テーマを決め

て、そのテーマに沿ってイラストを描いています。 

―１枚描くのにどれ位時間をかけるの？ 

使う画材や描く人にもよりますが、だいたい３時間く

らいです。特に凝ったものを描こうと思うと、１日か

かることもあります。 

―イラ研はどんな部活ですか？ 

楽しいだけでなく、 

たくさんの刺激や 

知識が得られる 

部活です。それが 

イラストを描く意欲 

につながっていると 

思います。 

イインンタターーハハイイ（（東東京京））  

展展示示会会  ((文文化化会会館館))  

３－1  井上 由里葵さん(太田旭中出身) 

２－3  新井 美優さん  （太田旭中出身） 

 

３－3  岡田 華実さん  （旧部長  太田東中出身） 

 

 

 

２学期から ALT としてお迎えした ASHLEY（アシ

ュリー）先生に、色々とインタビューしてみました。 

 

Q1.Where do you come from? 

   （出身地を教えて下さい） 

アメリカ東部のバージニア州から来ました。バージニ

ア州はワインが有名です。 

Q2. Is this your first visit to Japan? 

    What’s your first impression? 

 （日本に来たのは初めてですか。第一印象は?） 

はい、初めてです。アメリカからは３０時間位かかり

ました。日本はとても素敵な所だと思います。日本の

人たちはとても優しくて素敵です。 

Q4. Do you like Japanese food?  

Especially, what? 

 （日本食は好きですか） 

はい、日本食は好きです。私はベジタリアンなのです

が、特に「うどん」が好きです。自分でも作って食べ

ています。 

Q5. Where do you want to visit in Japan? 

 （日本で行ってみたい所はどこですか） 

大阪に行ってみたいです。 

Q6. Please give a word to the students. 

 （館女生にひとことお願いします） 

    “I’m very excited to meet all of you and 

     looking forward to helping your English.” 

 

ーThank you, ASHLEY. 

とても明るく笑顔で答えてくれました。 
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―新生徒会の雰囲気はどうですか？  

いい感じです！ 

１年生と２年生の仲がとっても良いです。 

―どんな学校（生徒会）にしていきたいですか？  

明るく楽しく！ 

でもやる時はやる生徒会にしていきたいです。 

―館女生に一言お願いします。 

「新生徒会」で頑張ってます！ 

温かく見守ってください（笑） 

戦戦没没者者追追悼悼式式  
８月１５日にぐんまアリーナで行われた「戦没者

追悼式」に森田香さんが参列し、館林高校の生徒

会長と一緒に若者代表として平和への誓いと献

花を行いました。  
「戦没者追悼式に参列して」     森田 香 

遺族の方々や、群馬県出身の国会議員、群馬県を

代表される県議会議員など、総勢１７００名もの

方々が参列される非常に大きな追悼式でびっく

りしました。そして、戦争について全く知らない

私が、戦没者の方々や遺族の方々の気持ちになっ

て「平和への誓い」をすることは少し複雑な気持

ちでしたが、とても貴重な体験ができたと思って

います。 

 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊開会 

＊19日 パフォーマンス 

(ダンス部) 

＊20日 演奏 

(吹奏楽部) 

＊校長あいさつ 

＊学校概要説明 

＊進路説明 

＊英語コースの紹介 

＊生徒会による学校紹介 

＊閉会 

 

２－６ 森田香さん （生徒会長 館林四中出身） 

 

８／１９（火） 館林三の丸芸術ホール 

○来場者数 ３００名 

８／２０（水） 大泉文化むら大ホール 

○来場者数 ２５０名 
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白浜紗恵さん（1－６  大泉北中出身）に 

インタビューをしました！  

―３ 日間、長時間の学習を経験しての感想をお願

いします。 

こんな長時間の学習は経験したことがなかった

のでとても大変でしたが、達成感はすごく大きか

ったので参加して良かったです。勉強をしている

時はみんなとても集中していて、「私も頑張ろ

う！」という気持ちになれました。勉強だけでな

く、自由な時間もあったので息抜きもしやすく、

部屋での時間もとても楽しかったです。 

３日間でとても良い経験ができたと思います！ 

―各教科の学習内容を教えてください。 

どの教科も基本的に夏休みの課題を進めました。 

国語は古典と漢文を中心に勉強しました。 

数学は問題集を解いて丸付けをした後、わからな

い問題は解説を見ながらじっくり考えました。 

英語はわからない単語や熟語の意味を調べなが

ら問題集を解きました。 

―またこのような機会があったら参加したいです

か？  

ぜひ参加したいです！ 

 

  

  

  

  
 

渋谷彩織さん（1－２  館林三中出身）に 

インタビューをしました！  

―夏休みを迎えるにあたって、どんな目標を立てま

したか？  

１日５時間勉強をする、１学期の復習（特に国、

数、英）をやる、早起きをする（笑）です！ 

―達成度は？  

７０％くらいかな？ 

―残り３ ０ ％の原因は・・・？  

勉強時間が１日３０分の日もあったこと。勉強時

間は少ない日もあったけど「毎日勉強」はでき

た！あとは早起きが出来ませんでした（苦笑） 

―夏季課外に参加しての感想をお願いします。 

後期課外では主に模試の過去問を解きました。ま

ず自分で問題を解き、丸付けをしてすぐに先生の

解説を聞くことができるので自分がなぜ間違え

たのかを見つけやすかったです。模試も近く、問

題に慣れることができたので参加して良かった

です。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

掲 示 板 

ボート部 

瀧本日向子さん（３年３組）が９月４

～７日に台湾宜蘭で行われる「ジュニ

アアジア選手権」に出場します。 

♪応援よろしくお願いします！ 

 

 

ダンス部 

 

１０月１９日（日） 

「館林市民体育祭」＠城沼陸上競技場 

出場項目は集団演技です。 

♪ぜひ見に来てください！ 

次回の「館女通信」は 11月１１日発刊です！ 

２学期は行事がたくさんあるので、その様子を載せ

ていこうと思います。楽しみにしていてください！ 

増子・髙橋 

 

 

 

 
 

１・２年 （伊香保）  ７／２８～７／３０ 

３年   （水上）   ８／４～８／６ 

１・２年  ７／２２～２５ 

３年    ７／２２～８／１ 
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