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〔入学式〕  新入生代表宣誓   〔対面式〕  校章授章 

                        

 ４月１０日、２４３名の１年生が入学しました。館女での高

校生活スタートの様子を各クラスのクラス会長さんに聞き

ました。 

質問 クラスのみんなの様子と担任の先生自慢をどう

ぞ。 

〔１組〕にぎやかで、毎日笑いの絶えないクラス。 

かっこよくて運動ができる先生。 

〔２組〕クラス全体で仲が良い。授業に集中できる 

クラス。優しくてスタイル抜群の先生。 

〔３組〕ＯＮとＯＦＦの区別がしっかりとできるクラス。 

とても優しくしっかりと注意してくれる先生。 

〔４組〕明るい笑顔がいっぱいのおもしろいクラス。 

優しくておもしろい先生。 

〔５組〕元気で明るく楽しい。みんなの笑顔がクラスの絆 

です。はっきりとした先生で、授業がわかりやすい。 

〔６組〕とにかく明るく、個性が強すぎる。授業のノリが

良いクラス。 

美声で丁寧に説明してくださる優しい先生。 

質問 中学と高校の違いって何かな？ 

生徒Ａ：休み時間にお菓子と早弁ができる！！ 

生徒Ｂ：購買もある！！ 

生徒Ｃ：義務教育ではない。 

生徒Ｄ：そう、自由も増えたけど、大人に近づき厳しくな 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る部分も増える。 

生徒Ｅ：自分から積極的にいかないとね。 

生徒Ｆ：勉強もね、予習が大事、しっかりやらなくては！ 

質問 女子だけの高校生活は、どうかな？ 

生徒Ｅ：男子の目が気にならず、のびのびできる。 

生徒Ｆ：素のままの友達の個性が出ている。 

生徒Ｄ：発言しやすい。 

生徒Ａ：みんな、はじけてる感じ。 

生徒Ｂ：着替えも、らくだよね。 

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Ｄ：先輩方がとても優しく、私たちの不安なところを

勇気づけるような言葉をかけてくださり、館女に

入ってよかった。 

生徒Ｃ：とっても楽しかったです。先輩がおもしろかっ

た。 

生徒Ｅ：ゲームで笑ったり、周りの子と話をしたりと仲間

作りができた。 

生徒Ｂ：すごく盛り上がったよね。 

生徒Ｆ：あの日を境に休み時間がとてもにぎやかになっ

てよかったです！！ 

 

 

 

 

 

 

 クラス会長さん全員が立候補により就任したそうです。

やる気に溢れるみなさん、ご協力ありがとうございまし

た。 

津久井 香帆（１－１）   始澤 尚  （１－２） 

村上 乃衣  （１－３）   川口 美沙（１－４） 

江尻 和香奈（１－５）   島田 彩未（１－６） 
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４月１２日、生徒会本部役員のみなさんが毎年恒例とな

っている新入生オリエンテーションを開催してくれました。

学校説明や仲間作りのための楽しく多彩なメニューを用

意してくれて、新生活スタートのサポート万全です。入学

間もない 1 年生ですが、にぎやかな歓声と笑顔の溢れる

時間を過ごしていました。本部役員のみなさんにその様

子を振り返ってもらいました。 

 

質問 オリエンテーションを通して、1年生の印象はどう

でしたか？ 

役員：明るく積極的、大胆な一面も！？すごく盛り上が

ったし、楽しんでくれてこちらも楽しかったです。 

 

質問 お疲れ様でした。苦労した点はありますか？ 

役員：事前に計画＆準備は念入りに行っているのです

が、進行が予定通りにはいかないですね。そんな

ときは、臨機応変に対応します！その経験と技術

は今までの行事で身につけていますから。 

 

質問 生徒会本部の仕事のどんなところにやりがいを

感じますか？ 

役員：どんな苦労があっても、みんなの楽しんでくれて

いる様子が伝わってきたとき、達成感や充実感を

味わうことができます。何とも言えないうれしい気

持ちになります。 

 

質問 最後に 1年生にメッセージをお願いします！ 

役員：これから、いっしょに館女の生活を楽しみましょ

う！！そして、創立 100 周年の文化祭を盛り上げ

ていきましょう！！ 

 

ご協力、ありがとうございました。 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回のインタビューでは、校長先生にお話しをうか

がいました！ 

 

質問 新年度が始まって一ヶ月ほど経ちますが、館 

女の印象はどうですか？ 

    挨拶がしっかりしているという印象です。ほとん 

どの生徒がきちんと挨拶をしてくれて、明るく爽 

やかだなと思います。 

質問 教師を目指されたきっかけはなんですか？ 

   高校３年生のときの担任の先生の影響が大きい 

ですね。教え方が分かりやすく面白く、生徒を飽き 

させない授業をする人でした。 

質問 趣味はなんですか？ 

   天体観測ですね。流星群を見たりすることもありま 

すし、今の時期だと木星もよく見えます。 

今年の６月ごろからは土星が東の方角に見えるそ 

うですよ。 

質問 マイブームはなんですか？ 

   映画鑑賞です。スターウォーズシリーズやターミネ 

ーターなどが好きですね。自宅には HMDもあるの 

で、それをつけて映画を見ることもあります。 

質問 ストレス解消の方法はなんですか？ 

    映画や、録画した番組を見ることもありますし、カ 

メラで植物や風景を取ったりすることもあります。 

あとは日帰りで温泉に行ったりもします。 

質問 これまでのなかで、特に印象深かった経験は 

なんですか？ 

   以前別の学校で山岳部の顧問をしていたことがあ 

るんですが、山形の飯豊連峰に向かったときに、 

現地の山形で大きなサンショウウオや蛍を見たこ 

とや、朝日連峰に上ったときにものすごい暴風雨 



にあったことです。テントの中にまで小さい川がで 

きたことがありました。でもその時の生徒達はそれ 

でもテントの中で盛り上がっていて、楽しそうだっ 

たのが印象深いですね。 

質問 登山は大変そうなイメージですが……。 

   たしかに大変ではありますが、頂上を目指して登 

っていくことは人生にも似ているような気がしま 

す。まさに「山あり谷あり」ですから。 

質問 最後に、館女生に向けてメッセージをお願いしま 

す。 

   『未来はためらいつつ近づき、現在は矢のように速 

く飛び去り、過去は永久に静かに立っている』 

（フリードリヒ・シラー） 

やってくる未来のために、現在を悔いのない 

ように充実したものにしていってください。 

 

  ありがとうございました。質問は以上です。 

 

 

 

４月２２日に、第３３回強歩大会が行われました。 

２時間４９分でゴールし同着１位に輝いた、岡田葵

さんと小松原杏さんにお話をうかがいました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 １位おめでとうございます。どのくらいのペ 

ースで当日走っていましたか？ 

  小：ずっと走ってました。給水なしでずっと。 

  岡：学校まで関門でもほとんど止まらないで、スター 

トから走り続けました。 

  小：第一休憩所の辺りまでは少し速いペースで、あ 

とは一定のペースでした。 

質問 二人とも元から長距離が得意でしたか？ 

  小：どっちかといえば短距離より長距離でしたけど、 

得意っていわれると……。 

  岡：私も。長距離が得意だって思ったことはあまりな 

いです。 

質問 走っている間に感じていたことはありますか？ 

  小：ほとんど何も考えずにひたすら走ってました。 

「長いなぁ」とかは考えてたような気がします。 

  岡：「抜かれたくないな」と思うことが何回かありまし 

た。後ろから走ってくる人がいると、やっぱり少 

し緊張しました。 

質問 当日はスタートからずっと先頭だったようです 

が。 

  岡：スタートの時にはもう、全体が動き出しちゃった 

ので。それにあわせてスタートしました。 

  小：他の生徒たちの間をぬって、頑張って前のほう 

に出ました。 

質問 止まらず走って、足は大丈夫でしたか？ 

  小：ゴールして足が止まった瞬間に、足が重い！ 

ってなりました。 

  岡：こんなに足が疲れてたんだ、ってそこで初めて 

気がつきました。 

質問 一番最初にゴールした時の気分はどうでした 

か？ 

  小：先頭のままゴールできてほっとしました。 

  岡：2017年の、幸先良いスタートがきれたんじゃな

いかなと思いました。 

 

岡田さん、小松原さん、ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2017年３月２３日 音楽特別授業について 

 

特別講師に、国内外で活躍するピアニスト大石 啓

氏をゲストに迎えての音楽特別授業が実施されました。

普段の授業とは全く違い、「本物の音楽に触れる」をコ

ンセプトにした授業展開となりました。 

 まずはじめに、誰もが聞き覚えのある曲を、幾通りに

も転調して聴かせていただきました。同じ曲でも弾き方

によって様々な変化が見られることを体験しました。 

 次に、普段のコンサートでは、ホールの中で舞台の上

に立ったピアニストの演奏を観客席で聴くという形を打

ち破り、ピアニストの演奏の邪魔にならず、触れなけれ

ば、何処で演奏を聴いてもかまわないという体験をしま

した。演奏する指先をよく見ようと、真後ろに立って演

奏を聴こうとする生徒もいれば、グランドピアノの真下

に座って、普段では絶対に許されないような場所に移

動して演奏を聴く生徒もいました。どの席にいる生徒も、

みんな響き渡るピアノの音色のすばらしさに感動してい

ました。 

 その後、いつもの音楽担当の先生のトランペットと、ピ

アニストによる「ふるさと」の演奏がありました。普段の

授業でも練習していた曲であり、全員で合唱をした時に

は、涙を流す生徒もいました。 

最後の「魔王」の演奏は、穏やかな笑顔の大石さん

からは想像もできないほどの激しい演奏と音色が響き

渡り、圧巻でした。 

 「音楽っていいな♪」「音楽って素晴らしい！」と感じて

欲しいという担当教官の思いの伝わった、素晴らしい

授業でした。                   （同僚より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「友誼祭」開催 

７月７日（内部公開のみ）・８日（一般公開） 
「loovely ～夏は短し進めよ乙女～」 

のテーマのもとに、各クラスや有志団体の展示・

発表などが行われます。 

 

 

掲 示 板 

定期演奏会 

☆吹奏楽部 定期演奏会 

5月 4日（木）みどりの日 

   ＠大泉町文化ホール 

開場 １３：３０  開演 １４：００ 

 

☆ギター・マンドリン部 
   ６月１０日（土） 

   ＠大泉文化むら 

   開場 １３：３０  開演 １４：００ 

 

☆ダンス部 発表会 
６月１１日（日） 

   ＠三の丸芸術ホール 

   開場 １３：３０  開演 １４：００ 

 

☆イラスト研究部 展示会 
  ６月１１日（日） 

   ＠三の丸芸術ホール（展示室） 

   開場 １０：００  終了 １６：００ 

 ※時間は当日多少前後する可能性があり 

ます。 

 次回は７月発行です。 

                    


