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 師走の候、保護者の皆様に置かれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、あと少しで冬休みを迎える生徒の皆さん、「１年の計は元旦にあり」と言われます。皆さんに

は是非、この時期に今年を振り返り、来年の抱負を考えてもらいたいと思います。今年皆さんは、学校

での授業や部活動、掃除や係活動、家庭生活や家庭学習、クラブ活動等各々で充実した生活を送ってき

たのではないでしょうか。その充実感・喜びをさらに深く広く味わうために、来年の 1 年の抱負を考え、

新たな気持ちで希望に満ちた３学期を迎えてほしいと思います。 

また、3 年生は、いよいよ将来の進路に関わる大切な高校入試を控えています。入試は、とっても不

安で苦しいものですが、これに正面から向き合い努力することで人間的に成長します。厳しい受験制度

をプラス方向に考え、自分が成長するための良い機会だととらえ、精一杯取り組むことが大切です。「長

い人生、一生勉強！」ですが、受験はその入り口、または通過点です。3 年生だけでなく、どの学年の

生徒の皆さんも自分が成長できることを楽しみに、全力で頑張りましょう。 

文化発表会、全校合唱「群青」で、感動のフィナーレ！ 

11月 4日（土）に本校体育館で、文化発表会を開催しました。展示部門、ステージ部門どちらも最高

の出来でした。展示部門では、書写や夏休みの自由研究、英語の作文、絵画、モザイク木箱など様々な

分野で作品が展示されていました。どの作品も一人一人の思いがこもっていて、素晴らしい作品でした。

また、ステージでは、各学年、部活動、生徒会の特徴あるステージが展開されました。全校生徒はもち

ろん、来賓や保護者の方々等、多くの人が感動し、最高の賛辞を頂きました。 

【雷人モザイクアート】       

 『雷人』は、戦争の悲惨さや原子力・平和を題材として、多く

の作品を残している岡本太郎氏の作品です。 

「戦後 72年を迎えて平和が当たり前になった今、改めて世界の

平和について考えよう。」「農泊でお世話になった熊本県はじめ、

地震や豪雨災害で被災した地域の復興を願おう。」「学年の目標：

一致団結」という思いで、2年生全員が制作した渾身の一作です。 

 

【金山川アートギャラリー出品】   美術部 2年生の作品で、「八幡の輝き」という題名です。北九州

市八幡東西区の活気あふれる美しさ、華やかさを表現しています。

金山川アートギャラリーでは、銀賞を受賞しています。 

                  【それぞれの心のこもった作品を真剣に鑑賞している 3年生】 

 

 

右は、「3年生の修学旅行の思い出」→ 

 

左は、「1～3年生の理科の自由研究」→ 
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【演劇部「キャッチボール」】             現代の携帯・スマホの使い方の問題を取り上

げ、友人とのつきあい方と真の友情とは何か

について深く考えさせられる素晴らしい演劇

でした。最後の挨拶で、3年生が裏方に徹し、

後輩を盛り立てていることにも感動しました。 

【ダンス部「Can’t stop the feeling」「Break free」 ダンス部がダンスフェスティバルで特別賞を

獲得したダンスを披露してくれました。1～3

年生全員で練習し、表現した最後のダンスでし

た。リズミカルで全員の息の合った動きは、本

当に格好良く輝いていました。 

【合唱部「願い事の持ち腐れ」「心に花を咲かせよう」「青いベンチ」】 

                            ３曲共に、美しい歌声で、丁寧に歌い上げ

ていました。合唱を聴いていると自然に曲に

引き込まれ、心が洗われるような気持ちにな

りました。 

【生徒会のｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ】夏休みから準備しました。【英語部のスピーチ】英語で演説できることに感激！ 

ヒックス君の[ｷﾝｸﾞ牧師]  吉本君の[ﾏｰｷｭﾘｰと木こり] 

 

 

 

 

【上から１年生、２年生、３年生の合唱】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全校合唱「群青」】迫力のある最高の合唱でした。 ↑ １年生の群読「心を一つに」を披露した後、

「笑顔を忘れてしまった君に」「きみにとどけ

よう」を合唱し、２年生は「夢の世界を」「時

の旅人」を、３年生は「手紙」「地球星歌」を

合唱しました。どの学年も真剣に練習し、その

成果を表現してくれました。最後、３年生、全

校合唱と続き、感動のフィナーレとなりました。 
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皆さんの学力を高めるために、先生方も勉強しています。 

 先月の７日から 17日にかけて、学力向上週間と称して、研究授業を行いました。常々先生方は、皆

さんの学力を少しでも高めるために、また学習に興味をもって取り組んでもらうために、教科の授業に

対していろいろな工夫をしています。先生方の熱い気持ちを是非知ってもらいたいと思います。 

11/7【1年 4組 社会 松村先生】 めあて：「なぜ桓武天皇は平安京に都を遷都したのだろうか」 

歴史を政治・経済・地理の面から上記のめあてについて考えさせ、班で

話し合わせることで、生徒の考える力を伸ばす意図の授業でした。松村先

生は、１年４組の生徒に初めて行う授業にもかかわらず、生徒達が社会科

を面白いと感じて好きになる授業でした。              

11/10【1年 4組 社会 秦先生】 めあて「資料を調べ、ヨーロッパ州の特徴を発表しよう」 

              ヨーロッパの地理的特徴を教科書や資料を使って調べさせ、生徒が競う

ように活発に発言する授業でした。それを秦先生が前の白板に色分けし整

理して板書するので、分かり易く、充実した授業でした。（写真は 12/4） 

11/13【2年 3組 数学 村田先生】めあて「直線が交わってできる角について、調べてみよう」 

             数学の苦手な生徒でも解るように、非常に丁寧な説明で分かり易く授業

が進められました。板書も色分けし見やすく、生徒に配ったプリントに書

く場所も指定して整理させていました。一人一人を大切にする授業でした。 

11/13【3年 1組 道徳 大村先生】めあて「法ときまりは何のためにあるのだろう」 

              法律やきまりを守ることの意味を「二通の手紙」という読み物資料を通

して考えました。全員がしっかり考え堂々と意見を述べていましたが、誰

もが恥ずかしがらず何でも言い合える学級の雰囲気に感動しました。 

11/15【2年 4組 家庭科 新宅先生】めあて「りんごの皮むきに挑戦しよう」 

               初めて包丁を握り、初めてりんごの皮むきをした人もいたようで、新

宅先生は生徒が怪我をしないように細心の注意を払い、包丁を使わせて

いました。和気あいあいとした雰囲気の中、楽しい授業でした。 

11/15【3年 2組 国語 木蜜先生】めあて「構成や内容を吟味して主張が明確に伝わる文章に整えよう」 

                授業の内容が難しいにもかかわらず、生徒が良く理解し、活発な話し

合い活動ができていました。生徒の発表も的確な表現で堂々と発言して

いました。生徒全員がのめり込む素晴らしい授業でした。 

11/16【1年 5組 保体 豊田先生】めあて「チームの課題をみつけ、ゲームに生かそう」 

               生徒が生き生きと活動している姿が、印象的でした。各グループ自分

達で考えて課題を決め、練習とゲームを行いましたので、リーダーを中

心に意欲的な活動ができました。精一杯ゲームを楽しんだ後、各グルー

プので、どこを直せば良いかを真剣に話し合う姿が印象的でした。                

11/17【2年 2組 英語 瀬戸口先生】 

              大切なポイントを丁寧にゆっくり説明し、板書も工夫しているので、

誰もが分かり易い授業でした。また、生徒は突然指名されるので、いつ

も考えておかなければならず、全員が集中して授業に参加していました。

指名された生徒もきちんと答えるので、活気ある授業でした。 



- 4 - 

 

新人大会、全力で臨み、また一つ成長しました。 

◇ 男子バレー部 区内大会第４位 

【敵のﾌｪｲﾝﾄを必死に拾う廣川君と原田君】11月 11日に本校体育館、12日は的場池体育館で区内７校の

リーグ戦が行われました。二日間で６試合行いましたが、３勝

３敗で４位となり、市内大会出場の権利を勝ち取りました。勝

利した３勝は全てはセットカウント 2-0のストレート勝ち、敗

戦した３敗は全てセットカウント 0-2 のストレート負け。 

顧問の山本先生はこの結果を分析し、「粘り強いチームに成長させたい。」と言われていました。12

月 25・26日に北九州市立総合体育館で行われる市内大会へ向けて頑張って欲しいと思います。 

◇ 女子バレー部 区内ベスト８               【低い姿勢でｻｰﾌﾞｶｯﾄする橋本さん】 

 11月 11日に引野中学校体育館、12日は黒崎中学校体育館で行わ 

れました。１日目は本城中・引野中・上津役中の３チームリーグで、 

１勝１敗の２位通過。２日目は決勝トーナメントで木屋瀬中と対戦 

し惜敗しました。今までは３年生に頼っていた部分も大きく、新チ 

ームになって日が浅いので、まだこれから伸びていくチームです。 

是非、来年度の夏季大会へ向けて頑張って欲しいと願っています。 

◇ 女子剣道部 市内大会団体準優勝！県大会出場！ 

【つばぜり合いから勝利した末次さん】11 月 11 日に的場池体育館で行われました。３校の予選リーグ

１位で通過し、決勝トーナメントで槻田中、富野中を撃破し、決

勝戦へと駒を進めました。決勝戦では、守恒中と対戦し、惜敗し

ましたが、チームワーク良く剣道部みんなで勝ち取った準優勝で

す。 

また、県大会が 12月 9日九電記念体育館で行われました。善戦

むなしく、予選リーグで惜敗しましたが、これからの課題と夏季

大会に向けての手応えを感じることができたようです。 

3 年生が、最初で最後のクラスマッチで盛り上がりました。 

11月 28日の午後、本校体育館でバレーボールのクラスマッチ 【ネット際の攻防「ナイスプレー！」】 

を行いました。3年生は、新グラウンドが完成したのが今年の 8 

月だったので、入学して今まで１度もクラスマッチを経験してい 

ません。中学校生活で、最初で最後のクラスマッチの経験です。 

私は、はじめの挨拶の中で、「スポーツは勝ち負けにこだわっ 

て一生懸命にやるからこそ楽しい。全力でプレーして思い切り楽 【円陣を組んで「ファイト・オーｰ！」】 

しみましょう。」と伝えました。生徒たちは、勝利にこだわって 

はいましたが、ミスした者をけなすことはなく、励まし合いなが 

ら心から楽しんでプレーしました。どのクラスもチームワークの 

良さ・温かさを感じました。そしてどの生徒も「この学年に所属 

していて心から良かった。」と感じてくれたと思います。 

この雰囲気のまま高校入試を乗り越え、温かい卒業式を迎えて欲しいと願っています。 
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２年生伝統文化体験教室で、礼儀作法を学ぶ！ 

 12月 1日の 1校時～4校時にかけて、「日本の伝統 【お茶の飲み方を教えて頂いていている様子】 

文化に親しむ」という目的で、2年生が本校和室にて 

茶道体験教室を行いました。梶岡宗清様他１１名の方 

が講師として来て下さり、3～4名の生徒に１名の講師 

の方がついて、礼の仕方からお茶の点て方、お茶やお 

菓子のいただき方など懇切丁寧に教えて下さいました。 

そして実際に、自分たちでお茶を点てさせて頂きまし 

た。ほとんどの生徒が初体験で、日本の伝統「茶道」 

に触れることができました。 

 

「ｍｏｎ（もん）さん」人権コンサートで、感動の涙！ 

ｍｏｎさんの心が落ち着く歌に引き込まれ、気持ちよくスタートしました。いじめられた過去を振り

返り、「人間は、本当につらくなった時に笑うんよ！嫌なことをされて、笑っているのは、決して嬉しい

わけじゃない。」という言葉は、忘れることができません。人の気持ちを推し量り、思いやることの大切

さを感じました。また、「自分がＡＤＨＤという障害をもっていて、他の人と変わっているだけでいじめ

らていた時、小学校３年の担任の先生が助けてくれた。その先生は、『絵が上手い。歌が上手い。』と褒

めてくれた。そのことがあったからこそ今の自分がいる。大人によって、子供達は左右される。親が先

生が地域が見守っている。本当につらいとき、死にたいと思ったとき、大人が助けてくれる。大人を信

じて！大人を頼って！大人に助けを求めて！相談を！」と切実に語ってくれました。さらにまた、中学

生の時の嫌な思い出を語ってくださり、命の大切さ、自分で身を守ることの大切さを教えてくれました。 

またお母さん方には、「子どもの根っこを太くする。愛情を注ぐ。『愛してる』という言葉を素直に伝

える。愛情を注いで親が愛していることを伝えれば伝えるほど、子どもの根っこが太くなる。根っこの

太い子どもは、自分がだめだと絶望の淵に立ち、やけになったとき、必ず親の泣く顔・親の悲しむ顔を

思い出す。」と語ってくださいました。 

【ｍｏｎさんの美しい歌声で、   【ｍｏｎさんにサインをもらいました。】 

心が落ち着きました。】                        

上津役中の 

                                おともだちへ 

                                 

「みんなみんな 

                                                               うまれてきて 

くれて 

ありがとう  」 

 

★全ての親が思っ 

 っている言葉です。 
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★ 人権コンサートを聞いた生徒が書いた「ｍｏｎさんへのメッセージ」を掲載します。 

１年３組 中川 菜々美 

 今日は、すごく感動しました。ｍｏｎさん程じゃないけど、私も意地悪な事をされた経験があります。

その事はもう忘れようと思っていたけど、ｍｏｎさんの過去の話を聞いて思い出しました。嫌だったけ

ど、笑ってごまかすようにしてました。今日の色々な話を聞いていると、心がグッとなって涙が出まし

た。ｍｏｎさんの過去はすごくつらかったと思うけど、乗り越えて生きていたから幸せな今があるんで

すよね。命の大切さが、すごく伝わりました。今日歌って下さった全ての曲を聴いていたら、感動して

しまって、心が落ち着きました。家でも嫌なことがあってつらい時には、ｍｏｎさんの曲やｍｏｎさん

の話を思い出します。魔女の声やおじいさんの声、犬の鳴き声、すごく面白かったです。私、歌が大好

きです。聴いたり歌ったり。でも周りの人から「おんち」と言われます。自分でも分かっています。お

んちです!!笑。だけど、音楽大好きだからｍｏｎさんの歌も歌いたいな～と思います。今日は、ありが

とうございました。お仕事、がんばってください。 

２年２組 床田 真唯 

 ｍｏｎさんのコンサート、本当に感動しました。特に子を木の苗木にたとえた歌と最後の歌が、心に

残りました。私は最近、親（特に母親）と喧嘩してばっかりで、ｍｏｎさんのお話と重なることが多く

て、すごく心にしみこみました。 ｍｏｎさんの言葉一つ一つで、心の奥があたたかくなりました。「好

きなことは続けてね。」と言われ思い出したのが、私はテニスをしていて、一時期すごくやめたいと思っ

たことがあるけど、今テニスを続けて良かったと思っていることです。お父さんやお母さん、友だち、

コーチのお陰です。私は、周りの人からたくさん愛をもらっているんだ、と感じました。もっとお話を

聞きたかったです。すごく短い時間だったけど、生きていく上で大切なことを教えてもらった気がしま

す。ｍｏｎさんに会えて良かったです。ありがとうございました。 

３年１組 熊谷 穂香 

 私は、ｍｏｎさんの歌や話を聞けて、本当に良かったなと思います。歌を聴いていると、家族や友達

が思い浮かんで、感謝しようという気持ちや優しく包み込まれる感じがしてきました。ｍｏｎさんの歌

声は、ｍｏｎさんが苦しい思い出を乗り越えて培っていったと思うので、私もどんなに苦しく思えても

「死にたい」って考えないでおこうと思いました。ｍｏｎさんの話は、面白かったり胸が苦しくなった

り、心に響いたりして自分にはタメになるような話ばかりで、本当に聞くことができて良かったです。 

ｍｏｎさんの「生きていれば、神様が幸せなことをたくさんプレゼントしてくれる。」という言葉は、

忘れません。今日は本当にありがとうございました。 

３年３組 宮﨑 智海 

 今日、ｍｏｎさんの歌を聴いて、とても感動しました。歌は、ｍｏｎさんのとてもきれいな声ととて

もすてきな歌詞が心に響きました。歌詞と自分を置き換えて聴くと、感動して涙をこらえるのが大変で

した。ｍｏｎさんのお話は、すごく勉強になりました。特に、「命を大切にする。」「大人を信じる。」と

いう言葉が胸に刺さりました。いじめや病気など、つらい経験をたくさんされてきたｍｏｎさんのお話

だったからこそ、とても説得力があったし、とても記憶に残りました。小さい頃、石を投げられたり、

嫌なことをたくさん言われたりして思い出すのもつらいのに、その話で聴いている人を笑わせるのは、

すごいと思いました。私も今、いろいろつらいことがあるし、これからもたくさんあると思うけど、ど

んなことがあっても死なずに生きていることに感謝しようと思いました。そして何かあったら、一人で

考え込まず、誰かに相談して良いということが分かりました。とても心が温まる講演会でした。 

 


