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  群馬大学 理工学部 化学生物化学科  

澤邉美咲（館林一） 

■群馬大学の受験を決めたのはいつごろ？ 

高１の進路希望で群大志望と書きました。両親も

「国立がいい」と言っていたし、近いので。書いた

ので調べていくうちに、群大の良さが見えてきまし

た。国立だから設備も整っているし、オープンキャ

ンパスの雰囲気も良かった。学生と先生との距離が

近くて、群大ならのびのびやれそうかなぁ、と。 

■化学に興味を持ったのはいつごろ？ 

小学生の頃から理科全般が好きでした。特に理科の

実験。「アンモニアの噴水の実験」が記憶に残って 

ます。１回水を加えただけで水が噴射するのを見て

虜になりました。感動した！将来学ぶなら理科、化

学がいいと思いました。 

■化学の模試の成績もかなり良かったよね？ 

ワークを中心に勉強しました。ワークに取り組んで

いると、実験が思い出されてワクワクしてきて。で

も、集中力が持たないので、ちょっとやったら休憩

して、、、を繰り返し、集中することを第一に考えま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■他の教科の勉強法は？ 

数学は配付されたプリントに取り組んで、同じよう

な問題が多いから、キーになる解法のパターンを理

解するようにしました。 

■勉強時間は？ 

やる時は平日で３時間、休日は６時間。やらない日

はゼロ時間で、週に１回ぐらいはあったかな。筝曲

部の練習は週２日。発表の前は毎日。全国大会もあ

ったので、スケジュールを立てて、空いている時間

は無駄にしないようにして。部屋で勉強するより、

リビングでやっていることのほうが多かったかな。

リビングにも参考書が並んでいます。そうすること

で、「勉強しなくちゃ」という気持ちになりました。 

■公募推薦入試(個人面接・口頭試問)を受験しよう

と思ったのはなぜ？ 

推薦入試は受けたくなかった。推薦だと入学後の成

績が悪いと聞くし、一般の方が学力がつくと思った

から。それに、面接とか不向きだと思ったし。でも、

担任の先生に薦められて受けてみる気に・・・。 

■対策はどんなことをしたの？ 

対策にはひと月かけました。その間、他の勉強はで

きないこともないけど、帰宅時間も遅くなるし、一

般入試の勉強ははかどらなかった。合格すればいい

けど、とにかく時間を割かれるのでお薦めはしませ

ん。面接のほうは練習してみたら答えも自分なりに

まとまってきたけど、口頭試問は最後まで自信が持

てなかった。口頭試問は化学について聞かれます。

「PH とはなんですか？」「硫酸を電気分解すると何

が発生しますか？」などなど矢継ぎ早に質問される

ので緊張しました。とにかく授業で学んだことを復

習したら対応できました。 

■将来の夢は？ 

研修室に残りたい。新しい素材を開発したい。 
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公募推薦 

一足早く、推薦入試等で合格した３年生に話を聞き

ました。進路選択時の悩みや勉強方法など参考にな

る点も多いと思います。 
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■ご両親は応援してくれましたか？ 

私のやりたいようにさせてくれました。口やかまし

く言われることもなかった。私を追い込むようなこ

とはしなかったです。でも、あんまりやらないと「勉

強しなさい」と言われることもあったかな。「今や

ろうと思ってたのに」と言い返すこともあったけど、

両親には感謝しているので頑張れました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日本女子大学 人間社会学部 社会福祉学科 

合格  長谷川瑛美（館林一） 

■この学科はどんなことを学ぶの？ 

福祉について学びます。高齢者福祉とか児童福祉と

か２年時に選択します。 

■福祉に興味を持ったきっかけは？ 

ずっと幼稚園教諭になりたかったのですが、３年に

なって児童福祉に変更しました。幼稚園教諭は教育

の面で子どもと関わりますが、児童福祉は子どもが

より良い環境で幸せに生活できるように考えてい

く。卒業後は児童養護施設とか、虐待を受けている

子どもを助ける仕事に就く人もいます。 

■責任の重い仕事ですね。 

実際は、ほとんどが銀行員になっています。社会の

教員免許も取れるので、私は教員になりたいなぁ、

と思ってます。 

■毎日の学習はどんなことをしてましたか？ 

授業をちゃんと聞いて(笑)、家では予習として教科

書を読んでました。復習はテスト前くらいしかして

ません。でも、予習で教科書を読んでいたので、授

業の重要なポイントがすんなり理解できました。１、

２年時は定期テストの勉強をしっかりして、そこで

学んだことは全て頭に入れておくことが大切。勉強

は基本リビングでやってました。勉強を始める時、

勝手にテレビを消してましたが、両親は我慢してく

れました。ガミガミ言われることはなかったけど、

やってないと、「やらなくていいの？」と声をかけ

られました。「やばいな」って、気づかせてくれま

した。感謝してます。 

■学習時間は？ 

短いです。３年になってからは普段でも３、４時間

やってたけど、１、２年時はテスト前の土日に詰め

込んでました。通常の予習はざっと目を通して、塾

でちょっとやってました。１日２時間やったかな？ 

■苦手科目は？ 

日本史とか、国語。逃げずに立ち向かいました。テ

ストの時だけは、とりあえず平均点は取らなきゃ！

と。ひたすらワークを解いてました。 

■得意科目は？ 

世界史。世界史は楽しい。日本史は細かくて性に合

わない。世界史はいろんなところをちょっとずつや

るから、大雑把な私に向いている。飽き性なのでず

っと同じことはやってられない。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

茨城大学 教育学部 人間環境教育課程健康コース  

高橋美緒（休泊中） 

■この学科は何を学ぶの？ 

体育の先生の資格も取れるし、お年寄りや肢体不自

由な人が健康に過ごせる方法などを学びます。また、

栄養学、スポーツ学、心理学と幅広く学べる。将来

は管理栄養士もいいし、体育の先生もいいなぁ、と

1つに絞り込めない私にはぴったりの学部でした。 

■試験内容は？ 

面接だけでした。例年、政治とか時事問題を聞かれ

たようですが、私の場合は志願理由書から質問され

ました。「大学でも部活を続けながら、大学で学ん

だことを部活で活かしていきたい」と伝えました。

部活の質問では過去の実績をアピールしました。

100ｍハードル関東大会準決勝進出（９位）。自己ベ

ストのタイム１４．８３秒と。 

■陸上部と勉強の両立は大変でしたか？ 

定期テスト間近の大会では、電車の中で参考書を読

んでました。部活帰りの車中も参考書と格闘。家で

はお風呂と夕食の時間が決まっていて、それ以外は

勉強。疲れて寝てしまった日は翌朝勉強しました。 

■自己管理ができてるよね 

部活が終わるとお母さんに電話を入れるんです。電

話を受けるとお母さんがお風呂と夕食の準備をし

てくれて、帰宅後はすぐにお風呂と夕食を済ませる

ことができました。お母さんのサポートなしには成

り立たなかったと思います。 

■勉強時間はどれくらい？ 

部活は日曜日が休みだったため、図書館や学校へ行

って勉強してました。平日は２時間、休日は７時間

ぐらいやってました。 

■両立に疲れたことは？ 

指定校推薦 

公募推薦 
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あります。そんなときは、思い切って遊びに行った。

何もしないでボーっと過ごしてました。そうすると

焦ってくるので。「遊んでいる時にみんなはやって

いる」と思うと焦ってきて、またがんばれた。２、

３日続くこともあった。でも、ずっと忙しくて当た

り前だったから、何もしないと落ち着かなくて。 

■１、２年生にひとこと 

今振り返ると後悔ばかり。もうちょっと勉強してお

けばよかった。あと、ベネッセの進路講演会をちゃ

んと聞いておいたほうがいい。３年生になると不安

だし、「こんな時どうしたらいいの？」と悩むこと

もあった。講演会は「受験に打ち勝つための方法」

などが満載。「２年の夏休みから勉強してきた生徒

と、３年生の部活引退後から勉強し始めた生徒の成

績の差が明らかだ」という話があって。当時は「部

活やってたらそんなに勉強できない」と聞き流して

たけど、ベネッセの方が言っていることは本当だっ

た。コツコツやる人が伸びる！絶対です。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

     明治学院大学 文学部 芸術学科 

野村朋代（館林四）  

■いつごろ志望校を決めましたか？ 

２年生の秋ぐらいに決めました。もともと経済を志

望してましたが、将来のことを考えた時、「本当に

やりたいことは何か」を自問して。経済に行って後

悔したくなかった。本が好きだったし、芸術にも興

味があったから、いろいろな大学を調べました。文

学部の芸術学科はあまりなくて。でも、創作より研

究したかった。この大学は、音楽、美術、メディア

学と芸術全般を学び、研究できることが魅力でした。 

■大学でやりたいことは？ 

日本の芸術･文化を世界の人に知ってもらいたい。

留学制度に力を入れているから、自分の夢を叶えや

すいと思った。書道を５歳からやっていて、それも

活かせると思った。書道以外の日本の芸術・文化に

も精通したいし、ヨーロッパの文化も知りたい。 

■大学見学には行きましたか？ 

大学の雰囲気を見たいから、学園祭、キャンパス見

学に両親と行きました。明治学院以外は行かなかっ

た。ＡＯではなく、一般入試を考えていたので時間

を無駄にしたくなかったから。他大学も見学したほ

うがよかったと思う。 

■なのにＡＯ入試を受けたの？ 

この学科のＡＯは「芸術分野において都道府県レベ

ルで表彰されている者」という条件があって。私も

書道でいくつか表彰されていたから、９月に思い立

って、ダメもとで受けてみました。勝因は芸術に関

する本をたくさん読んでいたこと。それに、今まで

やってきた経験（NZ・ボランティア）を活かすチャ

ンスなので、いろいろな経験を積んでいたことかな。 

■将来の夢は？ 

メディア学を学べるので、日本の文化、海外の文化

を比較しながら、雑誌とかメディアを通して発信し

ていきたい。 

■得意科目は？ 

世界史。海外の文化、美術を見るのが好きだったか

ら。資料集が好きでいつもペラペラめくってた。 

■勉強時間は？ 

１年生の時は勉強しなかった。２年生になって塾に

入って、夏休みは９、１０時間勉強しました。平日

は５、６時間。１年生の時にのんびりしちゃったの

で、これくらいやらなきゃ追いつかなかった。集中

力を持続するために、疲れたら横になって１５分ぐ

らいゴロゴロ。気分転換しながら勉強してました。 

■１、２年生にひとこと 

英語をやっておいたほうがいい。やっぱり、英語っ

て１から始めるとキリがない。単語、イディオム、

文法、長文、リスニングとやらなきゃならないこと

が多すぎて、英語だけで時間が潰れてしまう。将来

必要だし、語学は大切だから勉強しておいたほうが

いいと思います。 

 

 

■公仕の堀井さんと櫻井さんにインタビュー 

「３年生との思い出は？」「３年生にひとこと」 

堀井さん：文化祭。この学校の生徒は気さくに声を

かけてくれるから、楽しく仕事ができた。落ち込ん

でいる生徒がいると、自分の娘のようで放っておけ

ない。話を聞いているとだんだん

元気な表情になっていく。そんな

ことがきっかけで、また遊びにき

てくれる。それもこの仕事の楽し

みのひとつ。自分で決めた進路だ

から、諦めずにがんばって欲しいなぁ。 

ＡＯ入試 

NZ:ニュージーランド語学研修 
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櫻井さん：やっぱり文化祭かなぁ。

手伝わされちゃったし、南のアーチ。

殆ど私の作品です。絵は生徒だけど、

設置は私。アーチ作りがきっかけで

その後も遊びに来てくれる生徒が

いて。進学、私生活などの相談にのりました。言い

たいことを言ってサッパリして帰っていくと安心

しました。楽しい思い出をありがとう。みんないい

子だからなぁ、今のまま変わらないで欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■荻野さん、54枚も獲得されてすごいですね。 

二中では１年に１回百人一首大会があったので、上

の句と下の句の一部をゴロで覚えてるだけなんで

す。カルタは競技として楽しんでますが、古典には

興味はありません(笑)。 

■新井さん、百人一首に興味を持ったきっかけは？ 

中２の時、足利のサークルに所属して百人一首を習

っていた時期があって。60 歳ぐらいのおじさんや、

幼稚園児もいて。幼稚園児がすごく速いんです。若

い男性で原宿にいそうな方なのにすごく強くて意

外でした。百人一首の影響で古典が得意です。 

■新井さん、好きな和歌は？ 

「天津風 雲の通ひ路 吹き閉ぢよ をとめの姿  

しばしとどめむ」      僧正遍照『古今集』 

です。「モンスターハンター」に「アマツ」という

モンスターがいて、それで覚えやすくて。調べたら、

恋の歌だったので心に響きました。「天の国よ、雲

に通じる道を吹き閉じておくれ。美しい天女の姿を

もう少しとどめておきたいのだ。(楓羽訳)」「天女」

とは女性への最高の褒め言葉ですよね。百人一首に

はこういう歌が多くて、ロマンチックなんです。 

 

 

 

 

 

代表して遠藤舞香さん(２-１,館林四中)  

にお話を伺います。 

✿授業ではどんなことをしたの？ 

まず、色々な動物を英語で確認して、かるたをしま

した。次に、色探しゲームをしました。小学校２年

生でも難しい英単語を知っている子もいて、すごい

なと思いました。 

✿児童たちとふれ合ってみてどうだった？ 

出会った瞬間からワクワクしました。授業中、恥ず

かしがらずに「はい！」と手を挙げて自分の意見を

はっきりと言える子も多く、私自身が沢山のことを

学びました。給食や休み時間も子どもたちと一緒に

過ごせてとても楽しかったです。 

✿将来は、子どもと関わる仕事に就きたい？ 

はい、子どもと一緒にいると自分が幼い心に戻れて

楽しいです。今は保育士になりたいと思っています。

大変な職業だと思いますが、苦に感じずに笑顔で頑

張れる先生になりたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲 示 板 

吹奏学部 

３月２２日（日） 

邑楽館林吹奏楽連盟 第 27回新人演奏会 

 12:30 開場  13:00 開演 

♪フェスティバル形式による演奏

発表会です。是非ご来場ください！ 

なぎなた 

３月２０日(金)～２２日(日) 

第 10回全国高等学校なぎなた選抜大会 

２-３ 新井美優さん出場 

♪応援よろしくお願いします！ 

 

館林市立第三小学校で、本校 ALT のアシュリー先生と

石井先生による英語の授業が行われ、英語コースの生

徒 10 名も参加し、児童たちをサポートしました。 

1 月 13 日(火)、恒例の「百人一首大会」が開かれま

した。優勝の荻野沙有希さん(1-6,館林二)、準優勝の

新井楓羽さん(1-1,大泉北)に話を聞きました。 
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