
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 講師：渡邉宰希さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年は、平成 4 年度に本校を卒業され、女優として活躍な

さっている渡邉宰希さんをお招きし、川端康成の作品をもと

にした一人芝居『妹の着物』を上演していただいた後、「挫折

とチャンス」という講演をしていただきました。 

 学生時代の夢と挫折、そしてそこから舞台に立つまでを話

していただきました。講演後に渡邉さんがお話なさっていた

内容について、校長先生からお話しをいただきました。 

 

 俳優として登場人物を演じるということは、様々な人生を体

験するようなものだ、という話をしました。  

 また、人生とは舞台のようなものであり、それぞれの「役」

を演じている。そしてその「役」をこなすことによって人間は成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長していくのではないでしょうか。与えられた役をまっとうす

ることは、自分を一時的に消すことにもつながりますが、一

度自分を完全に消した後には、次第に自分自身の魅力が役

ににじみ出てくることがあるのだそうです。 

その役「らしさ」が出せると、その与えられた役をまっとうで

きているのではないかと思います。むしろ 「こうしよう、こう

なろう」と意識しすぎると、その役になりきるのは難しくなりま

す。ですが、その役と本人とが上手く調和していけば、そこに

違和感はなくなるんですね。その人が演じている役そのもの

になっていくんです。 

 そうして一つの役を演じきると、また次の役を与えられるこ

とになります。それが人の成長につながるのでは、という話

をしました。 

 

～講演をきいて～ 

 一人芝居を見るのは初めてでしたが、最初の「いってらっし

ゃい」のセリフだけでグッと舞台にひきつけられました。 

 舞台の上での動きはもちろん、ステージの使い方も素晴ら

しくて、演出もどれもこれもハッとするようなものばかりでし

た。 

 特にラストシーンの演出が好きでした、思わず意表をつくよ

うで。観劇を終えた後にお話をうかがったのですが、着物の

着方、ケガをしているならそのケガの痛みなどを、創造したり

実際に体験したりしながら演じていると聞いて、とても驚きま

した。 （2-4 築比地さん） 
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平成 4年 3月 館林女子高等学校卒業 

特技：ダンス（ジャズ･モダン･ヒップホップ）、着付け、乗 

馬、殺陣 

趣味：美術館・骨董屋巡り、映画鑑賞 

経歴：2011年川端康成｢妹の着物」&size(12){(掌の小説より)を一人 

芝居で上演。好評を博す。 

2015年国の重要有形文化財･矢来能楽堂にて初の、能楽、 

演劇、殺陣、現代音楽の融合劇「夢幻能劇 野望の時」を上 

演。織田信長正室 濃姫役を好演。 
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パワーあふれる女子トークで盛り上がりました。 

ご協力、ありがとう。 

 

入学式から２ヶ月 

１年生の近況報告 

 

 

４月８日、２４２名の１年生が入学しました。 

 ２ヵ月が過ぎ、館女での生活にも慣れてきました。 

そこで、クラス会長が集合し、近況を語ってもらい

ました。 

 

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：一人ひとりの個性が強い。 

生徒Ｂ：とにかく仲がいい。みんなでまるくなってお

昼をたべようという計画も！ 

生徒Ｃ：仲が良いし、面白い。 

生徒Ｄ：みんな、いっぱい食べる、元気！！ 

生徒Ｅ：明るい、授業の発言ができる。元気１００％ 

生徒Ｆ：とにかくみんな明るくてフレンドリー！ 

 

質問 担任の先生自慢をどうぞ！！    

生徒Ａ：先生、神様！！ 

生徒Ｂ：イケメン、Ｔシャツのサイズ「Ｓ」 

生徒Ｃ：怖そうだけど・・・意外と面白い。 

生徒Ｄ：先生、大好き！ 

「ところが、ギッチョンチョン」が口癖。 

生徒Ｅ：相談にのってくれる、とってもかわいい。 

生徒Ｆ：生徒と同じ目線で話してくれる。 

 

質問 中学と高校の違いって何かな？ 

生徒Ｄ：みんな、はっちゃけてる！男子がいないから

かな？ 

生徒Ｂ：着替えが楽。 

生徒Ｃ：女子力低下しそう・・・。 

生徒Ａ：「彼氏ほしい～」が口癖。 

生徒Ｅ：勉強量が多い。 

生徒Ｆ：そう、特に英語かな。 

 

質問 最近、悩んでいることは？ 

生徒Ｂ：勉強が難しい。特に数学。 

全員：そうだね～・・・ 

生徒Ｄ：課題も多いし・・・ 

入学式      1年学年行事 クラス対抗綱引き 

 

 

 

 

 

 

 

生徒Ｃ：太りそう。 

生徒Ａ：休み時間、お菓子食べてるから。 

全員：食べてるね～！！ 

 

質問 生徒会の先輩たちがやってくれたオリエンテ

ーションはどうだった？ 

生徒Ａ：よかった！！仲良くなるきっかけになった。 

生徒Ｃ：知ってる人が少なかったから。 

生徒Ｅ：仲良くなれたし、団結力が深まった。 

生徒Ｂ：先輩がきびきびとしていて、盛り上がったね。 

生徒Ｄ：生徒会の先輩方は、気が利く！ 

生徒Ｆ：そう、先輩の動き速いし、優しいしね。 

 

質問 館女に入学してよかったことは？ 

生徒Ｄ：優しい子が多い。 

生徒Ｅ：先生もいい！！授業もいい。 

生徒Ａ：素でいられる。 

生徒Ｂ：トイレがきれいですごくうれしい！！ 

全員：あ～うん、うん！！ 

生徒Ｆ：「音姫」ついてるしね。 

全員：館女、最高！！ 

 

 

 

石井 理乃（１ －１ ） 加藤 紗來（１ －２ ） 

坂本 麻衣（１ －３ ） 中山 美優（１ －４ ） 

谷津 愛理（１ －５ ） 多田 円香（１ －６ ） 



 

 

 

 

 数学科：松崎先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「楽しく数学を学び、やればできるという実感をも

たせたい」 

自分がいつも心掛けていることです。そのためには、

「どのように学ぶか」という学び方が重要であり、そ

のことがいずれ学習意欲を高め、主体的な学習に結び

ついていければと考えています。 

 １つの事象を考察する際、様々な角度から切り口を

考えることはとても大切なことです。数学においても

様々な解法を導き出すことがありますが、それをこち

らから示すのではなく、生徒から発言してもらうよう

に心掛けています。それがたとえ間違いだとしても生

徒の口から発せられた言葉は貴重なものであり、それ

を次にどう結びつけ、次にどう生かしていくのかによ

って生徒の動きは多彩に変化します。他の生徒達にそ

のことについての意見を述べてもらうことも多々あ

ります。大事なのは、正解に導くことではなく、生徒

が活動し、生徒が考えることです。簡単なことでも良

いのです。例えば簡単な図を黒板に描く際でも生徒に

描いてもらうことがよくあります。生徒に描いてもら

った図形をもとに考察を進め意見を出し合い、生徒達

に考えてもらいます。このように生徒達から自然と意

見が出てくるような授業の雰囲気を作っていくこと

が最も大切なことであると考えています。 

 先日ある館女の卒業生から「数学の授業中は生徒は

みんな寝てるでしょ」と言われました。多少オーバー

ですが、いえいえ「みんな笑ってます」と答えました。

教師になり３０年近くが経とうとしていますが、自分

の授業は３０年前からほとんど変わってないように

思われます。成長してないのかもしれません。でも、 

今までどおり肝心なのは「生徒を動かすこと（心も体 

 

 

 

も）」であるということを忘れずに、生徒達が自分か

ら動いていけるようサポートしていければと考えて

います。（数学科：松﨑健一） 

［コメント］松崎先生の授業は一見オーソドックスに

見えますが、細かく生徒に質問をしながら、公平に生

徒の心を見つめながら授業を進めることが基本にあ

ります。同じ教科書の同じ問題を扱っていても、目の

前の生徒は毎年違う。反応は毎年違う。クラスによっ

ても違う。その反応の違いを全て先生が受け止めなが

ら、授業を展開してゆくので、双方向の本質を外さな

い素晴らしい授業と思います。（学校長） 

 

 

 理科：藤井先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校では、理科の基礎科目で受験する生徒を対象とし

た科学基礎セミナーという科目を設定しています。基

礎科目の履修は 2 年次ですべて終了しているため、3

年次では入試本番に向けた演習をじっくり行うこと

が出来ます。この授業を開設した初年度は、とにかく

問題を解き、細かく丁寧に解説をしました。様々なパ

ターンの問題を解き、数をこなし、実践問題に慣れさ

せようとしたのです。これだけやったのだから、さぞ

かし点数が取れたろう！と期待していたのですが、思

う結果が得られませんでした。「これは私の自己満足

だったのか･･･」とあまりにもショックで、翌年は

180°方針を変えました。それがグループワークです。

演習問題を解いた後、6 人グループに分かれ、なぜそ

の解答が導かれるのかを自分たちで考えます。6 人全

員がわかるまで先に進めません。ある 1 つの問題を解

くために、どんな知識が必要で、それをどう活用すべ 



 

きなのか。何が重要なのかは、自分たちで話し合って

考えました。ときには覚え方の語呂合わせを自分たち

であみ出したりもしました。 

この授業の主眼は「学び方を学ぶこと」です。与え

られるモノを待つのではなく、理解するために自分で

考え、努力する･･･これにより、勉強の仕方を学んで 

いくのです。最初はみんな戸惑っていましたが、慣れ

てくると授業を飛び出し、放課後も一緒に勉強するグ

ループが現れ始めました。これこそ、狙っていたこと

です。自分で調べ、わかったときの感動が記憶を強化

し、次への学習意欲につながると考えます。ぜひ生徒

たちには学ぶことの楽しさを実感し、これからもいろ

いろなことを学んで欲しいと思います。 

（理科：藤井佳津枝） 

［コメント］ 

 「学ぶことを学ぶ」という発想自体が今までの授業

では、あまり重要視されてなかったように思います。

藤井先生の授業では、生徒が自然に考えはじめるよう

な仕掛けがあり、学びの本質に迫る切り口で授業に臨

まれていることが素晴らしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 1位おめでとうございます。 

今年はどうでしたか？ 

   ありがとうございます。頑張りました。 

 でも去年は先輩と走っていたので、今年は一人 

でちょっと寂しかったです（笑）。 

質問 やっぱり一人で走るのと二人で走るのは違い 

ますか？ 

   違いましたね。「一緒に走ろう」って言って走 

ったわけじゃなかったんですけど。でも一緒に 

走る経験をしたことで、さらに仲良くなりまし 

た。 

質問 当日はどんなペースで走っていましたか？ 

 21～22kmくらいまでは、とまらずに走っていま 

した。 

質問 走っているときには、どんなことを考えていま 

したか？ 

   なんだか走っている間に靴紐がほどけている 

ような気がして不安になったりはしました。 

あとは後ろを気にして、抜かれないようにしよ 

う！ という気持ちでいました。 

質問 三年間強歩大会に参加して、どうでしたか？ 

   30kmも歩く経験なんて、この先ないだろうなと 

思います。大変な行事ではあるけど、そう考え 

ると「よく歩いたな」って感じます。 

すごい経験をしたなと思いました。 
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掲 示 板 

ダンス部 

６月４日（土）14;00～開演 

「館女ダンス部発表会」 

場所：三の丸芸術ホール 

マンドリン

ギター部 

６月５日（日） 14:00～開演 

「定期演奏会」 

場所：正田醤油株式会社 

文右衛門ホール 

吹奏楽部 

６月５日（日）10;00～12:00 

「群馬県ソロコンテスト」 

場所：ベイシア文化ホール 

次回の館女通信は、７月８日に発刊です。 

                     久保田・中村 

 

 

今回は 1 位を獲得した 3-6 神谷さんにお話をうか

がいました。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvdlXr0GFTJHIAyIcdOfx7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz/SIG=127i7sagb/EXP=1399005803/**https:/dotkae-ru.jp/us/gra-o/portal/item/67248.jpg

