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質問 クラスのチャームポイントを教えてください 

生徒 A: 元気がいい。すごく仲がいい。 

生徒 B: 団結力がある。オリエンテーション合宿でドッ

ヂボールをした後からかなぁ。 

生徒 C: 私のクラスは挨拶がすごい。 

生徒 D: みんな面白い。お笑い系の人だらけ。芸名みた

いなニックネームつけてる。移動のとき１番に

なりたくて、みんなすごい勢いでいくの。 

生徒 E: ムードメーカーの子が数人いて、しっかり者の

子もいて、クラスがまとまってる。 

質問 中学と高校の違いって何かな？ 

生徒 E: 男子がいないところかな。でも楽しい。男子独

特のノリがないけど、意外と違和感がない。着

替えが楽。サイコー！ 

生徒 C: 購買があるところ。おいしいし。「チョコの極

み」っていうプリンがすごくおいしい。 

生徒 B: 自販機も安くていい。 

生徒 E: 早弁できるのもいい。朝が早いから朝ごはん 

を持ってきて 1 限後に食べて、2 限後にも食べ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て。休み時間ごとに食べ続けてる。絶対太る！ 

質問 館女に入ってよかった？ 

生徒 E: 制服が激カワ。この制服でいとこの結婚式に出

たら、OL と間違えられた！？ 

生徒 A: 先輩がかっこいい。 

生徒 C: いい先生がいっぱいいる。 

生徒 D: 県外の人もいるからギャップが面白い。 

質問 クラスで流行っていることは？ 

生 徒: 洋楽をみんな聴いてる。ワンダイレクション。

テイラー・スウィフト。ビヨンセとか。 

質問 最近悩んでいることはある？ 

生 徒: 館林高校と全く関わりがない。駅で少し話す 

ぐらい。出会いがない。 

生徒 A: 勉強が大変。ペースが速い。 

質問 オリエンテーション合宿どうだった？ 

生 徒: 楽しかった。行ってよかった。でも疲労感がす

ごかった。勉強ばっかりだったし。 

生徒 E: ちょうど、クラスの友だちの誕生日だったの 

で、部屋に集まってみんなで誕生会をした。 

生 徒: みんなと仲良くなれた。友だちができた。ド 

ッチボールが一番よかった。 

生徒 C: チャーハンはおいしかった。 

生徒 E: 夜、女子だからできる恋バナをした。悲しい話

ばっかり。 

嬉々として語ってくれました。ありがとう。 
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４月８日、英語コース４０名、普通コース２００名、

計２４０名の１年生が入学しました。２ヵ月が過ぎ、

少しずつ館女での生活にも慣れてきました。今回は、

クラス会長を集めて近況報告を行ってもらいました。 

校章は先輩から後輩へ 

神田向日葵(1-1) 須原唯(1-2) 清水紗良(1-3)  

田畑美結(1-4) 大山美咲(1-5) 稲毛咲月(1-6) 
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質問 館女は群馬県内で「お嫁さんにしたい女性 NO. 

１」と言われていますが、なぜだと思いますか？ 

そう、昔から言われてますよね。素直で、ちょ 

っと控えめなところがいいんじゃないですか。 

質問 毎日欠かさないことは何ですか？ 

早朝のピアノ練習。 

質問 教員になったきっかけは？ 

人相手の仕事がしたいと思ったから。 

民間企業の就職活動もされたのですか？ 

FM 東京のアナウンサーを受けたのですが、なれ 

なかった。 

その後すぐに教師志望に変わられたのですか？ 

そうですね、長男だしね。親元に帰るというこ

とで。 

質問 カラオケでよく歌う曲は？ 

スピッツの「ロビンソン」、米米クラブの「君が

いるだけで」かな。それから、「踊り子」。村下

孝蔵のね。リクエストに応じて歌うようにして

います 

カラオケはよく行かれるのですか？ 

娘とよく行きました。 

最近は？ 

両方結婚したから行ってくれなくなりました。 

寂しいですか？ 

うーん、長女は隣りに住んでるから大丈夫です。

自宅の敷地内なので。孫は私がつくる卵焼きが

大好きで、「じーじの卵焼き」と呼んで目がない。 

何か特別なものが入っているのですか？ 

砂糖と醤油。砂糖は三温糖、卵は自然卵を使っ

ているから、味がよいのでは。 

質問 健康法は？ 

食事に気をつけてますね。基本的に玄米です。

しかも無農薬玄米です。私が「それにしよう」

と言って。妻も気に入ってくれました。朝昼は

腹八分目。夜は普通。お腹空くと眠れないから。

基本的に添加物、化学物質を避けるようにして

る。無農薬野菜とか。余談ですが、我が家の水

道は井戸水です。地下３０ｍまでボウリングし

てあって、岩盤の下のミネラルウォーターが自

宅のすべての蛇口から出るようになっています。 

先生のこだわりですか？ 

私の父親が井戸水がいいと言ったので。ポンプ 

で汲み出しています。市水は引いていません。

何百年か前に赤城に降った水です。市販のミネ

ラルウォーターよりも純度が高い。 

質問 朝、どうやって起きますか？ 

４時半に自然と目が覚めます。そして５時に起 

きます。６時間寝たら自然に目が覚めます。本

当のところはトイレに行きたくて。１０年、２

０年そうですねぇ。玄米の効果でしょう。 

質問 マイブームは？ 

毎朝カプチーノを飲むことかな。 

校長先生がつくられるのですか？ 

必ずドリップします。牛乳にはこだわっていま 

す。東毛酪農の低温殺菌牛乳で。あれしか飲め 

ませんよねぇ。 

質問 どんな高校生でしたか？ 

まじめでした。勉強はよくしました。 

特に好きな教科は？ 

社会なんです。大学の専攻は哲学だから。倫理

哲学。英語はサブなんです。本来なら倫理の先

生なんだけど、倫理って採用が少ないので、メ

ジャーな英語の教職をとったわけ。 

英語の教師になってよかったですか？ 

とてもよかったです。英語ができなかったから、 

自分が。できない人の気持ちがわかって教員に 

なれた。できない人のための教材研究に打ち込 

めたから。 

質問 座右の銘は？ 

「大切なことはどれだけのことをしたかではな

今回からスタートしました「直撃インタビュー」では、

先生方にお話を伺って、先生方の人間らしさ、魅力を

お伝えできたらと考えています。第１回目のゲストは

校長先生です。「生きるヒント」の詰まったお話は必見。 
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くて、どれだけ心を込めたか」です。マザーテ

レサ。この言葉が好きです。 

いつ頃この言葉に出会われたのですか？ 

かなり前。自分をよく見せたがる心が自分にあ

って、その醜さを反省していたとき、この言葉

に出会い感銘を受けました。 

質問 自分を動物に例えると？その理由は？ 

自分では鹿っぽい。うーん、身軽？フットワー 

クがいいってよく言われるし。 

それはご家族にですか？ 

上司、同僚。昔ね。 

質問 ストレス解消法は？ 

基本的にストレスはありません。ストレスとは 

自分の思うようにならないことだから。自分の 

思うようにしようと思っていないからストレス 

は生まれません。 

ありがとうございました。質問は以上です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オリエンテーション合宿に協力してくれた生徒会本

部役員のみなさんに、座談会形式で今年の合宿を振り

返ってもらいました。 

質問 今年もお疲れ様でした。１年生の印象はどうで

したか？ 

役 員: 校歌を歌うときも歌詞をしっかり覚えていて、

みんなで手をつないで歌ったのもいいノリで

歌えていました。全体的にノリがいいですね！ 

質問クラスの仲間づくりはどんなことをしたの？ 

役 員: 自己紹介ゲームや伝言ゲーム、ジェスチャーゲ

ームですね。互いに名前を覚えたり、協力する

ことでお互いを知り理解することがねらいで

した。 

質問 苦労はあった？ 

役 員: 時間配分を考えて臨んだのですが、上手く時間

を使えなかったように思います。それと、ゲー

ムの説明がなかなか伝わらず、相手の立場で考

えなきゃいけないって思いました。 

質問 １年生からは何か反応はあった？ 

役 員: たくさん感謝の言葉をもらいました！感謝の

言葉ってすごく嬉しいですよね。 

役 員: 後日、担当のクラスと私たちで撮った集合写真

を持って行ったら、すごく喜んでくれて･･･今

でもクラスに飾ってあるみたいで、こっちも嬉

しいです！ 

質問 １年生にメッセージを！ 

役 員: 一人ひとりが館女生としての自覚をもち、館女

の一員として恥ずかしくない行動をとってく

ださい！ 

役 員: 早く館女やクラスのみんなに慣れて、私たちも

サポートする体育祭や球技大会などの行事を

楽しんでほしいです。 

役 員: 勉強するときと盛り上がるときのケジメをつ

けて、館女の生活を楽しんでほしいです。 

質問 会長からのメッセージをどうぞ！ 

会 長: 素敵な館女生になってほしいですね。校訓の

「自律自治」「温雅健康」「敬愛親和」が実践

できている館女生。例えば、「自分で考えて

行動できる」とか「みん

なと仲良くできる礼儀を

備えていて、やさしく気

遣う心をもっている」と

か「健康で品がある振る

舞い」とかですね！ 

ご協力、ありがとうございました。 

４月１３日～１４日、水上のホテル松乃井にて、一

年生を対象とする「オリエンテーション合宿」を開

催しました。館女生としての心構えや、各教科の学

習方法を理解し、生徒会本部役員の２・３年生によ

るクラスの仲間づくりを通して自分の在り方を考

えるなど、多彩なプログラムで、入学間もない一年

生も素敵な館女生へとなりました。 
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スタートから３時間２７分後の１１：５７に、米山さ

んと神谷さんがゴールし、続々とゴールが続きました。 

 

      １位 米山アン（３年） 

         神谷奈佑（２年） 

      ３位 牛渡美琴（３年） 

      ４位 平田美咲（２年） 

         ブリットイザベル（２年） 

惜しくも４位となった、平田さんとブリットさんに強

歩大会を振り返ってもらいました。 

質問 揃っての４位、おめでとうでいいのかな？ 

   ２回目の強歩どうでしたか？ 

平 田: はい。おめでとうです！ありがとうございます。

二人でずっと歩いていてゴールしたら４位だ

よって言われたんです。 

ﾌﾞﾘｯﾄ: 平田さんと一緒に話しながら完歩できたので、

去年より楽でした。楽しかったです。 

 

 

 

 

 

 

質問 辛かったのはどのあたりでしたか？ 

ﾌﾞﾘｯﾄ: 第三関門へ向かう果てしなく続く土手かなぁ。

距離というよりも精神的にすごく長く感じま

した。去年は無言でしたけど、今年は二人でワ

イワイ盛り上がりながら歩きました（笑） 

質問 最後まで頑張れた理由は？ 

平 田: 途中で今井先生と一緒に走ったんです。そした

らたくさんの人を抜くことができて、だったら

抜かれないように頑張ろうと思って･･･そした

ら、ゴールで４位って言われたんです。 

質問 来年への抱負は？ 

ﾌﾞﾘｯﾄ: また二人で走

ろうって約束

したので、二

人で一位を狙

いたいです！ 

 

 

 

 

 

 

４月２５日（土）、今年で３１回を数える館女の名

物行事である強歩大会が開催されました。やわらか

な日差しと爽やかな風の中、６５２名の館女生が

８:３０に学校をスタートし、約３０km を歩きまし

た。 

各関門では保護者のみなさんが用意してくださっ

たパンやジュースでエネルギーを補給し、沿道では

地域の方々の声援をいただきました。ありがとうご

ざいました！ 

掲 示 板 

進路指導部 

６月２日（火）「第２学年 進路講演会」 

「進路実現に向けて」講師：長尾隆史氏（河合塾） 

６月９日（火）「第１学年 進路講演会」 

「希望する進路実現に向けて(仮)」講師：水本貴士氏（ベネッセ） 

ご多用中とは存じますが、万障繰り合わせ 

の上、ご参加ください。 

美術部 

館女南門西側塀画 

「“花と緑のﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2015”あんだんて美術館」 

美術部２年生の作品が飾られています。 

♪登校時にご覧ください！ 

イラスト

研究部 

６月７日（日）「イラスト展示会」 

館林文化会館小ホール 

♪お越しをお待ちしてます！ 

マンドリン･

ギター部 

６月１３日（土）「定期演奏会」 

正田醤油株式会社文右衛門ホール 

♪優しい音色に癒されてください！ 

ダンス部 

６月１４日（日）「館女ダンス部発表会」

三の丸芸術ホール 

♪日頃の練習の成果を見に来てください！ 

直撃インタビューのリクエスト待ってます。 島田・榊原 
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