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〔入学式〕  新入生代表宣誓   〔対面式〕  校章授章 

                       

  

   

 

 

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〕賑やかで、楽しいクラス。授業中は静か。 

几帳面、走るのが好き、好感が持てる先生。 

〔２組〕賑やかでクラス全体で仲が良い。 

授業中は静かだが、発言ができてきているクラス。 

吉岡里帆似のめっちゃ美人ですごく優しい先生。 

〔３組〕賑やかだが、授業中は集中している。メリハリが 

つけられるクラス。 

頼もしくて面白くてお父さんみたいな先生。 

〔４組〕とにかく元気。授業中は静かで指されれば答える 

クラス。早口でせっかちだけど優しい先生。 

〔５組〕うるさくお菓子をいつも食べてる。フレンドリーで明る

いクラス。どのクラスより優しくビブラートがきいてい

る。みんなから質問攻めにあってる。 

みんな先生が大好き。 

質問 中学と高校の違いは何かな？ 

生徒Ａ：お菓子が食べられる！！ 

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C:中学では給食の時間と休み時間が区別されていた

けれど、高校は一緒。 

早弁すれば休み時間が増える！！ 

生徒 D:上履きがスリッパで、先が出ちゃう。歩きずらい。 

生徒 E:男子がいない。 

自分から行動を起こすことが多くなった！！ 

質問 女子だけの高校生活は、どうかな？ 

生徒Ｅ：女子高で正解。清々しい。気楽～。 

生徒 C：過ごしやすい。 

生徒Ｄ：気を遣わなくていいかな。 

生徒Ａ：気楽だね。 

生徒Ｂ：ありのままの素でいられる。 

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：知らない人と知り合えた。 

初めての人とも話ができた。 

生徒Ｃ：しゃべっていなかった人としゃべれた。 

生徒Ｅ：先輩がとっても優しい。（全員一致の意見） 

生徒Ｂ：とっても良かった。しゃべる機会ができた。 

生徒Ａ：友達の名前を覚えられた。 

  

クラス会長さん全員が立候補により就任したそうです。 

これからのクラス運営を期待したいと思います。 

みなさん、ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

岡田 実咲 （１－１）   立川 依奈 （１－２） 

渡辺 夏実 （１－３）   坂本 萌安 （１－４） 

工藤 寿美 （１－５）    
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４月１０日、２０３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 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：とても明るく素直で、

元気いっぱいでした。 

特に、ジェスチャーゲ

ーム、一筆書きゲーム

など、班によって特色

があり、笑い声が起き

たりして、とても盛り上がってくれて嬉しかったです。 

 

質問 お疲れ様でした。苦労した点はありますか？ 

役員：事前に計画した通り

に進まなかったり、予

想外のことが起こった

りすることもあります

が、その都度、臨機応

変に対応できるように

努めています。 

 

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：生徒会と聞くと、堅いイメージがあるかも知れません

が、とても楽しく活動しています。 

普段の学校生活の中で、行事を作り上げる仕事や裏

方の仕事などを経験できることが魅力です。 

準備などで忙しい日々が続いても、行事当日に、 

みんなが楽しんでいる姿を見られると、頑張って良か

ったなぁという気持ちになります。 

 

質問 生徒会活動を通じて、どんな学校にしていきたい 

ですか？ 

役員：明るい雰囲気で、みんなが毎日楽しく過ごせるよう、

更に居心地のいい学校にしていきたいです！ 

 

質問 最後に 1年生にメッセージをお願いします！ 

役員：今年の大きな行事の一つに、まず体育祭があります。

館女での学校生活を一緒に楽しみましょう！ 

 

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、教頭の高橋みゆき先生に 

お話をうかがいました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 館女の印象はどうですか？ 

花と緑に囲まれた素晴らしい環境の中で、生徒たちが

生き生きと学校生活を送っているという印象です。 

館女生は、明るく元気でとてもよいと思います。 

 

質問 趣味はなんですか？ 

料理とランニングです。休日にはよく餃子を作ります。

録画を見ながら１００個以上作るときもありますよ。 

ランニングは、平日はなかなか走れないので土日に 

８～１０キロずつ走ります。 

 

質問 教師を目指されたきっかけはなんですか？ 

小学校３年生のとき、担任の先生が調べ学習を宿題に

出し、調べたことを模造紙にまとめさせて１人ずつ授業

４月１２日、生徒会本部役員のみなさんが新入生オリ

エンテーションを開催してくれました。入学間もない 1 年

生が、新しい環境に慣れることができるように、学校説

明をしたり、仲間作りのための活動をしたり、楽しい企

画でいっぱいの時間でした。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。 

 



のようなことをさせてくれました。そのときに面白いと思

ったことがきっかけだと思います。 

小学生の時は、「小学校の先生になりたい」と思ってい

ましたが、中学生になったら中学校教師志望に変わっ

ていました。そして、高校の時に高校教師志望となった

わけです。 

 

質問 高校時代の思い出を教えてください！ 

バドミントン部で毎日練習に励んでいました。 

やはり女子校だったので、クラスがとても賑やかで毎日

笑って過ごしていた気がします。京都、奈良へ行った修

学旅行や、みんなで準備した体育祭、文化祭、何でも

楽しかったです。 

 

質問 最後に、館女生に向けてメッセージをお願いします。 

夢を持ってチャレンジしていってください。 

自分で始めないと何も始まりません。そして、ずっと学び 

続けながら生きることが大切だと思います。 

 

  ありがとうございました。質問は以上です。 

 

 

 

４月２０日に、第３４回強歩大会が行われました。 

1位でゴールした佐竹美乃里さん（３時間２８分）、 

続けて２位にゴールした国定真那さん（３時間２９分）

にお話をうかがいました！ 

 

 

 

 

 

 

 

質問 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？ 

佐竹：関門や休憩所で給水する以外は、ずっと走って 

いました。 

国定：前を走っている、１位の佐竹さんと同じくらいの 

ペースで、差が開かないように走り続けました。 

  

質問 二人とも元から長距離が得意でしたか？ 

佐竹：得意でした。中学の時、陸上部だったので。 

国定：私も、水泳部で持久力が鍛えられているので、 

長距離は得意です。 

 

質問 走っている間に感じていたことはありますか？ 

佐竹：土手のところが、とても静かで、自分の走る足音しか 

聞こえなかったので、ゴールがとても遠く感じました。 

 

質問 スタート時の意気込みは、どうでしたか。 

佐竹：絶対、１番をとりたいと思っていました。 

国定：私は、とりあえずゴールまでを走り抜こうと思い 

ました。去年はずっと歩きだったので。 

 

 

 

 

 

 

 

質問 走り続けて、足は大丈夫でしたか？ 

佐竹：足が重くて、途中、土手のあたりはほとんど上がって 

いない状態でした。 

国定：私も第２関門を過ぎたあたりからだんだんと足が 

上がらなくなってきたけど頑張りました。 

   

質問 ゴールした時の気分はどうでしたか？ 

佐竹：嬉しかったです。 

国定：完走できると思っていなかったので、31キロ走れて 

嬉しかったです。 

 

質問 ２人とも、３年生で、３回強歩大会に参加しましたね。

またもし参加する機会があれば、どうですか？ 

佐竹：次はもっと楽しんで歩きたいです。 

国定：次はもう少しペースを上げて、フルマラソンを完走 

できるくらいの勢いで走り抜きたいです。 

 佐竹さん、国定さん、ありがとうございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３月２日(金)～３月１３日(火）の１２日間、ニュージー 

ランドのワイウク高校で語学研修を行って参りました。 

 

 

 

 

 

 

 

研修に参加した 3 年生の横山佳奈さん、中田祐可さんに

お話を伺いました！ 

 

 

 

 

 

 

質問 NZ研修で一番印象に残っていることは何ですか？ 

中田：自分のバディーと、現地の高校で一緒に授業を 

受けたことです。NZの学校では、生徒たちで課題を 

解決したり、生徒 1人１台パソコンを持っていて、 

それでレポートを提出したりしていました。 

横山：夜、窓を開けていたら、大きなコオロギが２匹部屋の 

中に入ってきたことです。 

１人では、なかなか追い 

出せず、ホストファミリー 

が退治してくれました。 

質問 実際、現地に行ってみて、どうでしたか？ 

横山：日本人と比べて、NZの人たちは周りをあまり気にせ 

ず、自分がしたいと思うことをしている印象でした。 

私も見習いたいと思いました。 

中田：私は今回海外へ行くのが初めてで、行く前は、 

向こうの生活になじめるか、食事は口に合うか心配 

していました。でも、実 

際行ってみたら、ホスト 

ファミリーもバディーも 

とても優しく、食事もと 

ても美味しかったです。 

質問 参加する前と後で、変化はありますか？ 

中田：現地の英語に直接触れることができて、自分の 

語学能力をもっと高めたいと思いました。 

今度海外に行く機会があったら、自分の伝えたい 

ことを流暢に相手に伝えられるようにしたいです。 

横山：進路のことについて悩んだり迷ったりしていたので 

すが、研修に参加して、自分の進みたい方向が 

はっきりしました！  

中田：帰国後、現地の人の発音に近づけるよう、英語の 

授業などで、以前より意識して発音するようになり 

ました。 

質問 お土産はどんなものを持っていきましたか？ 

横山：香り付きのペンや食べ物の形の消しゴム、日本の 

お菓子など。おりがみでハンバーガーを折りました。 

質問 日本の方がいいな、と思ったことは？ 

２人：時計の時間が正確なことです。ホテルやバスの 

時計が合っていなくてびっくりしました。 

質問 研修に興味がある人たちに一言どうぞ！ 

中田：現地では、積極的に自分の方からコミュニケーショ

ンをとると、相手もいろいろなことを話してくれると思

います。勇気を持って、チャレンジしてみてください!! 

横山：現地で自分が言いたいことをたくさん話せるように、 

日常会話を勉強しておくといいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲 示 板 
☆箏曲部  

5月 26日（土） ＠アゼリアモール    

1回目 １1：３０  2回目 １４：0０ 

☆マンドリン・ギター 部 
   ６月１６日（土）＠三の丸芸術ホール    

   開場 １３：３０  開演 １４：００ 

☆ダンス部 発表会 
６月３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３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月発行予定です。             

3月 2日 6：30館女出発 

3日～4日 ホストファミリーと過ごす 

5日～9日 ワイウク高校で語学研修 

10日 ロトルア観光 

11日 オークランド観光 

13日 11：00館女到着 


