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推薦入試等で一足早く合格した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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        前橋工科大学 工学部建築学科 

        大杉彩菜（館林三） 
特別公募推薦 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■志望校を決めたのはいつ頃？ 

確定したのは夏休み前です。それまでは全く違う方
向の専門学校を考えていましたが、三者面談で両
親や先生と話をする中で、もともと興味があった建
築の分野のことを勉強できる大学に行きたいなと考
えるようになりました。 
■工学部と聞くと男性が多いイメージですが… 

私の学部は、男女の比率でいうと、大体半々くらい
で、若干男子が多いくらいです。今建築業界は、女
性の人材を多く求めているという話を聞きました。 
■将来の夢は？ 

建築家ですかね。以前、自分の家を立て替えた時
に図面を見たり、間取りを考えたりしたのが面白
かったので。いつか、今住んでいる家の敷地内に家
を建てて自分の空間を確保したいです。 
■推薦入試の内容を教えてください。 

小論文・面接・口頭試問でした。小論文は、「住宅に
おける省エネの…」というテーマだったのですが、松

﨑先生が事前の練習で似たような問題を出してくれ
ていたので、落ち着いて書けました。口頭試問は、
英語の長文を読んでその内容を答えるものと、紙に 
書いてある図形の面積を求め方も含めて説明する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

数学の問題でした。 
■１,２年生にひとことお願いします 

私は社会などの暗記科目が苦手だったので、苦手教
科の評定を理系教科で補えるように頑張りました。で
も、各教科バランス良くできるのがいいと思います。
あと、私は親と日頃から進路の話をしていて、親の考
えやアドバイスを聞きながら進路を決定することがで
きました。親と話をするのが嫌なお年頃だけど、話せ
る時に話しておくと、決めやすいと思います。 
 

          獨協医科大学 看護学部看護学科 
              田島萌衣（大泉南） 

 
一般推薦 

■志望校はいつ頃決めたの？決め手は？ 

私は将来、保健師になりたいのですが、保健師と看

護師両方の資格が取れるこの大学がずっと気に

なっていて、3年生の夏休みにオープンキャンパス

に行きました。その時、保健師の就職率が良いこと

を知りました。また、寮が新しくて敷地内にあって便

利だし、安心して生活できそうだと思いました。 

■一般入試を受けようと思ったのはなぜ？対策
はどんなことをしたの？ 

「この大学に入りたい」ということを直接面接官に伝
えることができると思ったからです。試験は、面接と
小論文で、どちらも担任の先生に指導して頂きまし
た。面接は深い所まで質問してもらう練習を何回も
して頂き、小論文も何度も添削して頂きました。石井
先生には本当に感謝しています。 
■ダンス部（部長）との両立も大変だったと思
いますが、勉強時間の確保はどうしていたの？ 

最後の発表会前は遅くまでの練習だったので、家に
帰ってから２時頃まで勉強して、寝て、次の日朝練
に行く生活でした。部活も楽しかったので、疲れてい
ても頑張れました。「電車の中では暗記ものがいい」
と聞いたので、英単語や漢字を覚えていました。 
■ご両親は応援してくれましたか？ 

はい。看護系の道に進むことも親が勧めてくれたこ
とで、おかげで夢を見つけることが出来ました。「勉
強しなさい」と言われなかったので、使命感を感じず
に、自分のペースで勉強を進めることができました。
部活と勉強の両立ができたのも、送り迎えをしてく
れたり、ご飯を作ってくれたりと家族のサポートが
あったからだと感謝しています。 

http://kanjo.main.jp/
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３人とも貴重なお話をして頂き、本当にありがとうござ

いました。それぞれの進学先でも、新たな目標に向

かって頑張ってください。 

■この学校を選んだきっかけは？いつ頃決めた？ 
1年生の頃、松﨑先生に数学の質問を聞きに行った

時に進路の話をする中で、「成蹊大学はいい大学で、
館女は例年指定校推薦の枠があるよ」というお話を
聞いて興味を持ちました。その後に推薦条件を調べ
てみて、「今の成績のままだとだめだな～、頑張らな
きゃ」と思いました。実際決めたのは3年生になってで
す。 
■指定校推薦入試に向けて頑張ったことは？ 

評定を上げるために、１年生の頃から定期テストは特
に力を入れました。実際の試験内容は、45分の講義

を聴き、それに関する質問に自分の考えを入れて書
くというものでした。館女の進路室にある『受験体験
記』を読んでいたので、動揺しないで受けられました。
あれはすごく参考になって、いいです！ 
■勉強時間はどのくらい？ 
１、2年の時は部活をしていて時間があまり取れず、
テスト前のみでした…。でも課題はしっかりやってまし

た。あと、自分に必要な教科の課外は出ていました。
部活引退後は、毎日自習室で勉強しました。自習室
では絶対話せないし、集中できる。エアコンもついて
いて、遅くまでできるのがいいですね～。 
■合格が決まった後も頑張っていたよね？ 

自習室に通うことが習慣になっていたし、センター試
験も残っていたので…。それに、.実際に大学に入学し

た時点で、一般入試で入学してくる人に負けたくない
という気持ちがありました。センター試験が終わって
からも目標を失いたくなくて、英検を申し込みました。 
■英語はどんな勉強をしたら点数が伸びた？ 

英語は特に単語が大事だと思います。少しずつ覚え
ていって、単語帳1冊完璧に覚えられれば、センター
レベルの長文は読めるようになるし、3年生になった
時に成績が伸びるのが早いと思います。 
■１,２年生にひとことお願いします 
3年生からでも成績はいくらでも伸びると思います。だ

けど、定期テストは頑張っていた方がいいです。あと、
推薦で決まっても一般試験を控えた人の邪魔をしな
いように、勉強を続けていくといいと思います。 
 
 

         成蹊大学 経済学部経済経営学科 
             高澤里佳（館林四） 

 
指定校推薦 

■１,２年生にひとことお願いします。 

進学先の系統はできるだけ早めに決めた方が、目
標ができるし、必要な勉強に集中しやすいと思いま
す。あと、館女は進路学習の時間が沢山用意され
ていますが、毎時間真剣に取り組んだ方がいいで
す。小論文の書き方や進路講演会でのお話も実際
に参考になりました。 

 先日の全日本女子ボクシング選手権において、見事

ライトウェルター級優勝のブリットさん、バンタム級２
位の関口さんにお話をうかがいました。 

■部活へのモチベーションのあげ方は？ 
関口     部活の後に、自分へのご褒美を用意するこ     
        とです。減量している間は、一ヶ月間お菓     
         子もジュースも禁止なので大変なんですが、 
       同じような感じで頑張っています。 
ブリット 練習が終わった後に炭酸飲料を一気飲みし 
         たりとか（笑）。大会が終わった後にご褒美 
          を持ってくることも多いです。 
■遠征で大学へも行ったそうですが。どうでした  
 か？ 
ブリット 日体大に行ったんですが、きつかったです。 
        走り込みをしてから、男子とスパーリング      
        をしたり。 
関口     他にも早稲田や立教、中央大学にも行っ 
        たりしましたが、強い人も本当に多くて。精 
        神的にきつかったりしましたね。 
■部活で一番楽しいと思うことは？ 
ブリット  合宿ですね。館女だけでやるのが一番楽 

           しいです。もちろん練習は大変ですけど。 
関口        練習が終わった後、寝る前につい話して 
                 いて、寝るのが3時間半くらいになったり 
                 することもありますね（笑）。 
■「これはボクシング部ならでは！」というもの 
      はなんですか？ 
ブリット  人と直接接触する格闘技なので、殴ったり 
        殴られたりすることですね。 
関口     やっぱりそれが一番だよね。 
■次年度の目標はなんですか？ 
関口     関東大会で優勝することです。 
ブリット  春にある高校総体で、館女で全階級を制 

        覇したいなと思っています！ 
関口      あと、意外と知名度が低いので、もっとた 

        くさんの人に館女のボクシング部を知って 
        もらいたいです。 

   二人とも、お話しありがとうございました。 
   来年度の更なる活躍を期待しています！ 
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アクティブラーニングへの取組み 
Active learningはActive learnerの育成 

■新体制に向けて 

本校のカリキュラムは、１年生「家庭基礎」２単位、３年生「選択保育」３単位となっており、１年生で、全員の 

生徒が家庭科を学んでいます。衣食住、家族、保育、高齢者、消費生活、環境、共生など様々な分野を取り上げて 

います。家庭科の授業について生徒の皆さんに聞いてみると、「実習が楽しい。」「生活に役立つ。」などの答え 

が返ってきます。家庭科は小学校、中学校でも学習しています。まずは生活の中で自分が出来ることを増やし、高 

校ではその学びを基にさらに主体的に生活を営んでいくことや、社会に目を向け社会の一員として自ら関わり様々 

な問題を解決する能力を身につけることが大切とされています。 

 

 

○授業の様子 

 

 

 
 食生活分野では食育推進を図るという視点から、調理だけでなく栄養、 

食品衛生などについて理解し、健康で安全な食生活を営むための知識 

と技術を調理実習などを通して学んでいます。 

 家庭科の授業で実習を行うと今までに料理の経験が少なくても、実習のグ 

ループの友人と学びあいながら少しずつ技術力を身につけることができ、 

実習で作った料理を家で家族のために作ったり、好みの材料でレシピをア 

レンジしてオリジナルメニューを考えたりできるようになる生徒もいます。 

また、家族が食事を作ってくれるありがたさを実感し、家庭での手伝いを 

するようになった生徒もいるようでした。 

 

 衣生活の分野では、女子校でしかできない、スカート作りに今年度 

は挑戦しました。ある生徒が、「裁縫は苦手なので授業が憂鬱」と言 

っていたので理由を聞いてみると、「今まで、手縫いで縫うときに玉 

結びや玉留めがうまくできなかった。」「ミシンの使い方が分からな 

い。」ということでした。しかし、授業で何度か繰り返していくうち 

に「初めて玉留め、出来ました！」と嬉しそうに報告してくれ、とて 

も印象的でした。友達に教えられるほど上達した生徒もいました。 

 また、家庭にミシンがないため、久しぶりにミシンで作品を作ると 

いう生徒も多く、初めは不安な様子も伺えましたが、本校はミシンを 

一人一台使えるという恵まれた環境にあるので、早く慣れることがで 

き、気づくとほとんどの生徒が難なく使いこなせるようになっていま 

した。大量生産の既製品とは違って全てハンドメイドなので、完成す 

る頃には愛着がわいてきます。世界で１着しかない自分だけの服を作 

ることが出来たという自信もうまれます。将来はここで学んだ知識や 

技術をいかして、ものを作る喜びや達成感をもっともっと味わってほ 

しいと私たちは思っています。 

 授業ではグループワークも取り入れています。それぞれの分野で課題を発見し、 

その解決に向けて自ら考えディスカッションすることで学習意欲を高め、知識･技 

術を定着させることを目的としています。学習の質や深まりを重視し、互いに学 

びあう学習が効果的だと考えています。 

家庭科教諭   赤井恵美子 
            渡邉 邦子 
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掲 示 板 
 

■   卒業証書授与式         ３月    １日 
■ センターチャレンジ     ３月１６日 
■ 合格体験を聞く会        ３月１７日 

■  英語スピーチ発表会     ３月１８日 
■  終業式・離退任式       ３月２４日 

 

○ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動 
ホームプロジェクトと学校家庭クラブ活動は、家庭科で学ぶ内容の一つです。 

ホームプロジェクト 
家庭での生活課題を
自分で見つけ、家庭
生活の改善向上を目
指し、これまでに学
んだことをいかして
課題解決に向けて計
画を立て実践してい

く問題解決学習です。 

家庭クラブ活動 
生徒一人一人が家庭
クラブ員となり、グ
ループやホームルー
ム、学校を一つの単
位として、学校・地
域生活の充実向上を

目指す実践活動です。 

本校では、主に夏
季休業・冬季休業
などにホームプロ
ジェクトを行いま
す。活動の流れを
記録し、レポート
にまとめて発表会
で 報 告 、 評 価 を
行っています。 

本校では、各クラ
スの家庭クラブ係
を中心に、募金活
動（JRCとの共同
活動）やボラン
ティア活動をおこ
なっています。 

館林高等特別支援学校との交流会に 
向けてプレゼント作成 
【人形ストラップ】 

ボランティア活動 
歳末たすけあい募金 

家庭科は生きる力を育む科目です。 

家庭科の学習を実際の生活と結び付け、一人ひとりが自分の
家庭生活を見つめて、その生活の充実向上を目指しています。
課題解決学習を行うホームプロジェクトや学校家庭クラブ活動
については一層充実させることで、健康で文化的な生活を営む
ことのできる能力を育成します。 


