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中学生の未来に贈るコンサートは、各市町村が九州
唯一のプロのオーケストラ楽団（九州交響楽団）に依
頼して、 中学生に本物のオーケストラによる演奏を鑑
賞する機会を提供し、情操教育や音楽教育に資するこ
とを目標に、３年に一度実施されています。今年は、篠
栗町が鑑賞する年になったことから、１０月２９日（火）
に午前中１・３年生、午後２年生と篠栗北中学校の全
校生徒がクリエイトささぐりで鑑賞しました。生徒代表
による指揮者体験も有り、オーケストラの統一した演奏
をするための指揮者の役割を実感することができまし
た。

○１年 加耒さん （中町区）
先月号に記載できなかったブロックリーダーの感想で 曲に対して、中心となる楽器が決まっていることが分

す。 かりました。思ったより迫力がすごかったです。指揮者
○３年 権藤さん （上町区） が激しく表現していたので、驚きました。最後のホーク
文化発表会を成功させるためには、ブロックの仲間に スの応援歌は、びっくりしました。

協力してもらうことも大切ですが、ブロックリーダーとの ○１年 小嶋さん （乙犬区）
協力によって、成功するかどうかが決まると分かりまし 体験指揮者のトップバ
た。 ッタで、プレッシャーを強く
けんかがあるなど成功するか分からなかったけど、納 感じ、足が震えていました

得のいく発表となって､みんなとの絆も深まってブロック が、思っていたよりうまく
リーダーをして本当に良かったと思いました。 いって良かったです。指

揮がうまくいって、後ろの
人から拍手をもらって、う
れしかったです。次、また

１０月１２日（土）に実施された糟屋区中学校体育連 このような機会があった
盟主催卓球大会において、男子卓球部がみごと優勝を らやってみたいです。
果たしました。 ○２年 加塩さん （乙犬区）
○２年 桒田さん （庄 区） 私たちは、１年生から２年生の間に「春」「モルダウ」
このような成績を収められたのは、古賀市民体育館に 「運命」の３曲を鑑賞していましたが、生で聴けてとても

来てくれた保護者の応援のおかげだと思います。決勝の 感動しました。今回プロの楽団の方の演奏を聴けたの
時に僕たちは、とても緊張していましたが、保護者の皆さ でとてもいい体験でした。
んの応援があって緊張をほぐすことができました。これか ○２年 松本さん （庄 区）
らは、筑前地区大会をめざし、記念体育館を貸していた 今回の初めてのコンサートを鑑賞して、演奏者と指
だいていることに感謝しながら練習を頑張りたいと思い 揮者の息の合った合奏に私は感動しました。
ます。 指揮者は、音楽の強弱に合わせて腕を大きく振った
応援ありがとうございました。 り、小さく振ったりして、演奏者に表現していました。

そして、演奏者は、その指揮に合わせて素晴ら
しい演奏をしていました。また、指揮体験でだれ
が指揮をしても完璧に演奏している演奏者の技
術はすごいなと思いました。
○３年 長さん （下町区）
私は、指揮者体験という普段は絶対体験でき

ないことをすることができました。最初は、とても
緊張していたけど､オーケストラの方々が私の指
揮に合わせてくれていたのがすごいなと思いま
した。

こんにちは」保護者の皆様、地域の皆様「
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も（ ） のようで の を え今年 ？ 暖冬 、 師走 季節 迎
ようとしていますが どことなく かさを じて、 暖 感
います もインフルエンザの もほと。子供達 罹患者

、元気 学校生活 送 。１１月んどなく に を っています
は それぞれの で のステ ジへの り み、 学年 次 ー 取 組
行 。１年生 、 教室 海 中道を いました は ふれあい を の

青少年海 家 ２泊３日過 。２年生 、来の で ごしました は
年 生徒会役員 選挙 決 。３年生 、の が で まりました は

を え いよいよ進路説明会 終 、
志願先 決定 三者面談を する
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のまとめを うと に学期 行 共
にむけた を さ来年 準備 完成
思 。せたいと っています
も をよろしくお今月 篠中
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中学生の未来に贈るコンサート



○１年 淀川さん （大勢戸区）
スローガンにあった「団結」は、無事に達成できたけ

ど、公共でのマナーがとても悪かったです。１日目には、
第６５代篠栗中学校生徒会役員を選出するための立 正対することや5分前行動のことを注意されたけど、2

会演説会並びに選挙が１１月７日（木）に行いました。 日目、3日目には意識していたので、良くなったと思い
将来民主国家を担って ます。
いく中学生に生徒自ら ○１年 勝田さん （下町区）
が中心となり、学校行 実行委員になって、全体を動かす難しさを知ることが
事や生活を運営してい できました。また、周りの人が一生懸命自分の話を聞い
くことを学ぶ機会として てくれたので、
位置づけています。１年 とても話安か
生から３年生までの各 ったし、うれし
学級から選挙管理委員 かったです。自
が選出され、管理委員 分のいってい
の運営のもと立候補者 ることが分か
による立会演説会とその後の選挙、開票作業を行いまし ってもらえてい
た。結果については、来月号で紹介いたします。 るのかとても不安でした。
○３年 蒲地さん ○１年 関さん （乙犬区）
僕は、篠中に来て最初で最後の立会演説会で、何も ふれあい学級では、カッター教室や砂の造形などの

分からないまま選挙管理委員長になってとても不安でし 活動を通して､みんなと
た。でも委員長をすることで上下関係がなくなり、下級 協力することの大切さ
生から質問されても答えれるように準備しました。僕は、 を学びました。特にカッ
朝が苦手で、毎朝７：４５に学校に来なければならなかっ ター教室では、みんな
たので、早く起きることを努力しました。なので、委員長と で動きを合わせなけれ
して準備することの大切さ、努力すれば結果が残るとい ば、役２㌧もある船は
うことを学びました。立会演説会では、積極的に進行し 進まないので、進んだ
てくれたおかげで、予定よりも２０分近く早く終わりまし 時はみんなの合わせた
た。そこで、仲間の大切さも学びました。選挙管理委員 力を感じました。また、
長をして良かったです。 海で活動することで、
○２年 野田さん （大勢戸区） 篠栗では絶対感じら
今回の立会演説会では、立候補者全員がとても緊張 れない､海の満ち引き

したと思います。すべての立候補者が堂々としていて、大 などを実際に自然を
きな声で演説する姿は、とてもかっこよかったです。生徒 体感することができま
会に入れた人も入れなかった人も自分の頑張りを誇り した。班代表や実行委
に､学校生活に生かして欲しいと思います。お疲れ様で 員をしたことを通して、
した。 今までは自分だけが
○２年 中川さん （庄 区） できていれば良いと思
今回の立会演説会は、昨年度と違い、２２人もの人が っていたけど、周りを見て、私語など注意できるようにな

立候補していた。２２人の人の中から生徒会役員を決め り、責任感も身につきました。ふれあい学級でクラスや
るのは、とても大変だと思いました。ものすごく緊張して 学年との絆が深まったと思います。
いた立候補者もいたけど、来年の篠中を背負っていくの ○１年 藪さん （山王区）
だから頑張って欲しいと思います。 ３日間のふれあい学級がありました。ふれあい学級

では、初めてすることがたくさんありました。また、たくさ
ん学ぶこともありました。僕は、整美係でした。整美係で
班のみんなに正確な指示をしなければいけない等、責

11月９日（土）から１１日（月）までの２泊3日で１年 任のある仕事をして、僕は、責任感を学びことができた
生ふれあい学級を福岡市東区西戸崎の海の中道青少 のでよかったです。
年海の家で実施しました。この行事は、これまで町内の ○１年 大賀さん （尾仲区）
福岡県社会教育総合センターで実施していましたが、 僕は、整美のクラス代表として､ふれあい学級に取り
日頃とは違う環境で、より新鮮な体験をさせたいという 組みました。整美での目標である「使う前より使った後
思いから実施場所を変更いたしました。里山育ちの篠 をキレイにする」を頑張
栗っ子にとって思い出に残る体験になるとともに、中学 りました。この3日間で
生としての素養がしっかり身についたようです。 学んだことは、自分たち
○１年 小川さん （中町区） の部屋や食堂などキレ
２泊3日の長い時間をずっと仲間達と過ごして、やっぱ イに保てて自分の気持

りこの人達と一緒だと楽しいな、と思いました。部屋の人 ちの良い1日をおくれた
たち、学年の人たち、そしてクラスの仲間・・・。団結、協力 し、海の中道青少年海の家の方々も喜んでいただけた
はやっぱり素敵なことだなと思いました。みんなで助け合 と思います。また、次にこの部屋を使う人たちも喜んで
うといい気持ちに くれてると思います。
なるので、これか
らも率先してやっ
ていきたいです。
１組になれてよか ○12月16日 あいさつの日
ったです。 ○12月２４日 ２学期終業式

○１月８日 3学期始業式

生徒会役員選挙・立会演説会

1２月～1月の行事

ふれあい学級ふれあい学級


