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新涼の候、保護者の皆様におかれましては、益々ご健勝のことと存じます。長い夏休みも終わり、2 学

期が始まって 1週間が経ちました。生徒たちは、日々の学校生活にも慣れ、日々の授業に頑張っています。

今週からは、学校行事の大きなイベントである体育大会の練習が始まります。素晴らしい体育大会が行わ

れるように最大限の準備をして、当日に臨んで欲しいと思っています。まだまだ暑い毎日が続きますので、

熱中症には十分に気を付けてください。まずは、朝ごはんをきちんととること、十分な睡眠を確保するこ

とが大切です。小学校から言われている「早寝・早起き・朝ごはん」です。また、こまめな水分補給、運

動 30 分前の水分補給が重要です。朝食後、コップ一杯の水（常温または白湯が良い）を飲んで登校しま

しょう。水筒も必ず持参してください。 

 

中体連の市内大会・県大会では、全力を尽くしました！ 

7 月 22～8 月 1 日にかけて、市内大会・県大会に勝ち進んだ部活動の試合が行われました。特に 3 年生

にとっては最後の大会となりました。その試合内容と選手たちの思い、達成感を各部のキャプテンの作文

を通して、ご紹介させていただきます。 

◇ 女子バスケット部 

7月 22日、北九州市立総合体育館で、市内大会１回戦と 2回戦が行われました。初戦の相手は戸畑区 2

位の中原中でしたが、62 対 25 のスコアで圧勝しました。パスワーク・シュート・リバウンド等全てのプ

レーが面白いように決まり、出場選手全員が得点しました。特に 3年生は、今まで 3年間の練習の成果が

発揮できた素晴らしいゲームとなりました。2 回戦の相手は、全国大会に出場した二島中でした。圧倒的

な強さで、終わってみると 33対 73という大差で負けましたが、全員が必死に諦めず戦い抜いた姿勢は、

立派でした。相手よりも 1 点でも多くとる。1 点でも取られないように必死に守る姿に、感動しました。

試合に負けても、本気でバスケットボールのゲームを楽しんでいるように見えました。 

「 結果がすべてではない 」        女子バスケット部キャプテン 【大高 薫】        

 3年生最後の大会、浅川中との対戦で、上津役中の流れのまま、最後までみんなで声をかけ合って試

合に勝ち、市内大会出場を決めたことが、本当に嬉しかったです。新人戦で 2位から 4位に落ちてしま

ったこと、夏の大会最後の区内大会で負けた相手にリベンジすることができずに終わってしまったこ

と、もっと良い雰囲気で試合を作っていれば結果はまた違っていたかもしれないということ、悔しい気

持ちが残っています。 

 ３年間部活動を続けて感じたことは、まず「結果がすべてではない」ということです。最後の相手は、

二島中で、結果は負けてしまったけれど、試合をする時楽しかったし、内容的には負けていなかったと

思うし、笑顔で終われたので、とても良い思い出に残りました。そして、たとえミスしてもみんなでカ

バーするという「仲間の大切さ」を学びました。きつい・辛い練習もみんなで支え合ってきたから、乗

り越えられたんだと思います。 

 女子バスケット部のキャプテンとしてチームを引っ張っていくということは、できていなかったかも

しれないし、チームがまとまっていなかったり辛いことの方が多かったりしたかもしれないけど、その
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分たくさん乗り越えてこられたし、みんなで助け合って、とても成長することができました。最後の試

合が終わって挨拶のために並ぶ時に「終わってしまったな」と、とてもいろんな気持ちがあり複雑だっ

たけど、今思うと、みんなと戦えて良かったと思っています。 

 こんなにも成長できたのは、いろんな人の力があってからこそだから、感謝の気持ちを忘れずに、こ

れからも成長し続けたいと思います。後輩たちも、目標をもってこれから頑張って欲しいと思います。 

◇ 男子バレー部 

7月 23日、24日に、北九州市立総合体育館で、市内大会が行われました。3チームの予選リーグ初戦は、

市内屈指の強豪校である戸ノ上中と対戦し、敗退しました。リーグ戦 2 試合目は、思永中と対戦し、1 セ

ット目 25対 16、2セット 25対 13、セットカウント 2-0で圧勝しました。海野君の正確なトス、山本君・

山野君の強烈なアタック、甲斐君・梅根君の連続サーブ、下村君・平嶋君のサービスエースなど、最高の

プレーを見せてくれました。1 勝 1 敗で、予選リーグを 2 位で通過し、翌日決勝トーナメントに進出しま

した。トーナメント 1回戦は、区内大会の 3位決定戦で惜敗している引野中と再度対戦しましたが、もう

一歩のところで敗れました。最後は、23 対 25 で負けたのですが、選手たちは、今までの練習の全てを出

し切り、頑張りました。 

「 1人じゃ何にもできない 」        男子バレー部キャプテン 【海野 友志】        

 最後の大会・最後の試合は、引野中との試合でした。引野中とは、夏の大会だけでも 3回目の試合で、

区内大会の 2試合ではどちらもフルセットの末、負けてしまいました。なので、市内大会ではチーム全

員「絶対勝つ！」という思いで挑みました。ですが、敵いませんでした。僕たちが目標とする県大会に

は全く届きませんでした。 

 3年間という長いようで短い時間を通して、学んだものは、バレーの技術だけではありません。きつ

い練習を毎日のように続けて、今までできなかったことができるようになった時には継続することの大

切さを、同じ人が 2回続けてプレーができないというルールを通して仲間の大切さを学びました。 

また、3年間バレーを続けて印象に残ったことは、数えきれない程ありますが、その中でも市民体育

祭という大会の永犬丸中との試合で、いつも勝てなかった相手だったのに勝てたことです。その試合中

は、試合に出ている人はもちろん、試合に出られなかったメンバーや応援席の保護者の方々まで、1つ

になっているような感覚でした。この試合ほど応援の力を直に感じたことはありません。 

1年間キャプテンとして男子バレー部を支え、引っ張ることができたかは分かりませんが、「上津役

中男子バレー部」のキャプテンができて良かったです。とても個性の強い部員たちで、まとまっていた

かと問われれば、答えはＮＯだと思います。ですが、個々の力は持ち合わせていて、スイッチが入れば

集中できる、誰かが不調な日誰かが好調、とお互いを補い合う良いチームだったと思っています。他の

3年生はチームを支えてくれていたし、1・2年生はレギュラーとしてとても活躍してくれた人もいるし、

全力で応援してくれた人もいます。また、顧問の先生方とコーチは、僕たちの技術指導はもちろんのこ

と、練習試合もたくさん組んでくださったりと、僕たちの見えないところで尽力してくださいました。

保護者の方々は、お忙しい中応援や送迎をしてくださいました。こんなにも多くの方々に支えてもらっ

ていたと考えると、感謝してもしきれません。正直入部した頃は、最後の試合で負けて泣いて悔しがる

ほど熱中するものとは思っていませんでしたが、バレーボールというスポーツの楽しさを感じることが

できた 3年間は、とても有意義なものになりました。 

◇ 女子バレー部 

 7月 23日と 24日に、北九州市立総合体育館で、市内大会が行われました。予選リーグ初戦は思永中、2

戦目は花尾中でしたが、上津役中・思永中・花尾中の 3 チームが、1 勝 1 敗で並び、得セット率も同じに
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なりました。上津役中は、花尾中との対戦で圧勝しましたので、得失点差の多いチーム上津役中が、予選

リーグ 1位で、決勝トーナメントに進出しました。柏木さんの確実なサーブカット、熊谷さんのアタック、

深島さんのブロック・多彩なアタック・フェイント、佐藤さんのサービスエース、満行さんの速攻・ブロ

ック、竹林さんの正確なトスなど、練習の成果が見られました。決勝トーナメントでは、1 回戦で湯川中

と対戦し、まさに死闘を演じ、フルセットの末、見事勝利を収めました。1セット目は、25対 22で接戦を

ものにしましたが、2 セット目は 21 対 25 でセットを取られ、フルセットにもつれ込みました。フルセッ

トでは、日高さんの 5本連続サーブで波に乗って全員の「勝ちたい」と言う気持ちが一つになり、25対 19

で勝利しました。市内ベスト 4の栄冠を勝ち取り、同時に県大会出場の権利を得た場面では、今までの努

力が全て実ったかのように、選手はもちろんの事、古賀先生、女子バレー部員、応援する男子バレー部員

から保護者までが、お祭り騒ぎのように歓喜しました。 

 7 月 30 日には、宮若東中学校で県大会が行われ、1 回戦で福岡市 3 位の横手中と対戦しました。1 セッ

ト目はデュースまでもつれ込む接戦で 25対 27、2セット目は 20対 25で惜敗しました。どちらが勝っても

おかしくない大接戦でしたが、県大会に出場するチームは心身ともに「強い」と感じました。接戦に持ち

込んだ本校も全力を出し尽くし、素晴らしい試合だったと感激しました。 

「 ありがとう 」        女子バレー部キャプテン 【深島 玲夏】        

 3 年生最後の大会である市内大会 1 日目で、思永中と花尾中の 2 校とのリーグ戦で負けたら（3 位に

なれば）終わりでした。初戦は思永中で、自分たちのミスから始まり、雰囲気が悪くて 1セット目は 23-25

で負け、2セット目は 26-28で負けてしましました。「もうここで県大会出場は無い」とみんなが思っ

ていたら、花尾中と思永中の試合で花尾中が勝利したので、次に私たちが花尾中に勝てば 3チームが 1

勝 1敗で得失点差となります。「ここで勝てたら、県大会出場の可能性がある！」とみんなが思い、本

気で戦いに行きました。そしたら、2セット共 20点を超されることなく勝利しました。後は結果を待つ

のみで、5分後に 3チームのキャプテンが本部に呼ばれ、結果発表がありました。緊張の中、結果を聞

きましたが、得失点差で見事に 1位通過でした。みんな泣いていて、本当に嬉しく思いました。2日目

は勝ち上がってきたチームしかいなかったので、勝利するには 1日目よりも大変でした。車に乗ってい

る時から緊張していたけれど、もうみんなは勝つ気でいました。「昨日のように悪い雰囲気にならない

ように！」と思って。湯川中との戦いでしたが、ここで勝ったら県大会出場です。湯川中も強くてどち

らが勝ってもおかしくない接戦になりました。試合の入り方が順調で、1セット目を取ることができま

した。あと 1セット取ったら夢の県大会出場です。2セット目は湯川中も負けたくないから、グイグイ

来られて取られてしまいました。その時点で私が泣いてしまい、みんなを苦しめてしまいました。まだ

試合は終わってなくて、今からが本気の勝負で、「負けたら引退、勝ったら県大会出場」と大事な場面

なのに…。ここで私がみんなに声をかけて励ますのが当たり前なのに、本当に自分が情けないと思いま

した。でも、みんなが私についてきてくれたから、19点以下に抑えて、見事勝利しました。その時点で、

私たちが目標にしていた県大会出場の夢が叶いました。本当に嬉しくて、歴代 2回目で、8年ぶりの県

大会出場となりました。あそこで勝てたのも、みんなの強い気持ちがあったからだと思いました。 

 約 1週間後に県大会で、福岡県 3位の横手中と初戦で戦いました。正直に言えば「手も足も及ばす、

負けてしまうんじゃないか？」と思ったけど、良い試合ができて良かったです。惜しくも 1セット目は

25-27 で、2 セット目は 20-25 で負けてしまいました。ここで、中学校生活のバレー人生が終わりまし

た。みんなで支え合ったからこそ、ここまで来ることができました。悔しかったけど、良い思い出にな

りました。 

 今まで 3年間部活動を続けて感じたことは、チーム全員が「県大会出場」という目標を達成できたこ
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とです。練習試合でやる気がなく怒られてばっかりだったとか、たくさんの失敗があり、文句を言った

り、責め合ったりなどといろいろあったけど、やっぱり最後はチームワークだと思いました。最後の最

後までキャプテンらしい姿を見せられなかったかもしれないけど、私についてきてくれた 17 人のみん

な、本当にありがとうございました。3 年生のみんなには、感謝の気持ちでいっぱいです。3 年間 4 人

で乗り越えられて本当に良かったです。1年生のころからスタメンで出てくれた後輩の「さく・もも・

なな」もコートの中で支えてくれてありがとうございました。この経験を自分たちの代で活かして欲し

いです。また、今まで区内大会優勝や市内大会ベスト 4などの輝かしい結果が残せたのも、チーム全員

と指導して下さった先生方、保護者の皆さんのお陰です。今まで本当にありがとうございました。 

◇ 女子剣道部 

 7月 31日に、北九州市立総合体育館で、県大会が行われました。3チームの予選リーグで、初戦の相手

は筑後地区 3位の瀬高中でしたが、先鋒から大将までの 5人の対戦で 1勝 3敗 1 分けとなり敗退。2 戦目

の相手は京築地区 1 位の育徳館中、5 人の対戦で 3 敗 2 分けとなって敗退しました。唯一大将の衞藤さん

が 1勝したものの県大会予選突破の壁は厚く、超えることはできませんでした。しかしながら、本校の女

子剣道部は、衞藤さん以外は中学校から剣道を始めた生徒ばかりで、ここまで成長してきたことに自信を

もって良いと思います。これも毎日指導して下さった先生方と二人三脚で、練習を積み重ねてきた賜物だ

と思っています。指導下さった先生方は、本校の大村先生・秦先生、そして松村先生（現在は教育センタ

ー）、筒井先生（昨年度上津役小校長）で、本当に厳しさの中に愛情のある素晴らしい先生方でした。あ

りがとうございました。もちろん、剣道部の生徒の素直さと真面目さがあってのことですが、素晴らしい

剣道部だと思います。さらに、男子剣道部が、県大会の最後まで会場に足を運び、応援してくれるチーム

ワークの良さにも感激しました。 

「 素敵な部員たちと、共に過ごした楽しい時間 」   女子剣道部キャプテン 【衞藤 明璃】        

 剣道部で楽しかったことは、とてもきつい練習でも、先輩・後輩・男女関係なく、毎日を楽しく一緒

に過ごしたことです。3年生最後の試合は、あと一歩で決勝戦に上がれなかったり、優勝することがで

きなかったりしたけど、最後は、今まで一緒に頑張ってきた 3年生 5人で試合に出ることができて、と

ても嬉しかったです。正直言うと女子チームは、経験者 1人で、あとの 4人は全員初心者だったので、

だいじょうぶかな？と思っていました。でも、新人戦の時も夏季大会の時も、県大会に出場することが

できました。他の中学校も上津役中と同じようなチームもあったけど、そのチームは県大会には出場す

ることができませんでした。私は、約 3年間という短い間に県大会に行けるほどの実力を身に付けた、

みんなの頑張りに、とても感謝しています。 

 キャプテンになった時は、まず最初に「キャプテンって、号令かけるだけでも大変なんだ…。」と思

いました。最初は、号令をかけるのがとても恥ずかしくて、先生から「もっと腹から声を出せ！」など

と言われてたくさん怒られてきたけど、今になっては、号令かけるのがとても楽しくなりました。ちゃ

んとみんなを引っ張る存在だったかはわからないけど、私は、上津役中剣道部のキャプテンになれて、

すてきな部員に出会えて、とても楽しかったし、幸せでした。本当にありがとうございました。 

 

文化部も活躍し、感性が磨かれてきています。 

 本校の文化部は、夏休みの間に様々な場所で活躍しています。そして 3年生にとっては、最後の活動と

なる部活動がほとんどです。その活躍の様子と中学校での活動が終わった部活動の部長の思いを掲載させ

ていただきます。それぞれの部活動に様々な思い、感性があることに感動させられます。 
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◇ ボランティア部 

 ボランティア部は、夏休みの間に「ボランティア」の名の通り、いろんな活動で地域の方や小学校の児

童に役立ち、頑張ってくれていましたが、何よりも本人たちが成長していることに感激しました。 

〇上津役キッズクラブの行事に参加：「5/18 キッズクラブの開講式」「7/13 小型のロボットとのゲー

ム」「8/3そうめん流しと飯盒炊さん」「8/19スーパーボール/シャーベット作り」「8/13囲碁ボール」 

〇大原地区の行事に参加  ： 「7/25 そうめん流し」「8/21 大原小の児童へ学習指導」 

「 ボランティア部のつながりと信頼こそ宝 」  ボランティア部 部長 【近藤 菜月】        

 私たちの中学校生活最後の部活動は、九州工業大学の学生たちが企画した「ロボットで遊ぶ」という

キッズクラブの活動のお手伝いでした。めずらしい内容なので、子どもたちは大はしゃぎでした。子ど

もたちの楽しそうな姿を見て、私はうれしさと達成感がこみ上げてきました。 

 私は２年前、正直ボランティア部にいる理由が見つかりませんでした。ですが、３年間古紙回収や子

供たちのお世話を続けていくうちに、「もっと人の役に立ちたい」「子どもたちの笑顔を絶やしたくな

い」と思うようになりました。それから私は、精一杯部活動に臨むようになりました。私は、ボランテ

ィア部に入ってたくさんのことを学びました。人間性や社会性、協調性などです。他の部員や顧問の先

生、地域の方たちの支えがあって、私は成長していくのだと気づきました。私たちの部は、運動部みた

いに熱くなることはけれど、運動部に負けないくらい団結力はあると思います。 

また、３年間部活動を続けていて、驚いたことがあります。それは、上津役中のボランティア部への

信頼と人気が高いということです。今まで、先輩方が積み上げてきた努力の結晶なのだと思いました。

それを今度は、私たちが後輩にバトンをつなぐ番なのです。私は、ボランティア部でたくさんのつなが

りをもつことができました。そのつながりを思い出とし、宝物として心にとどめておこうと思います。 

 私は、ボランティア部の部長であることを誇りを思っています。次の部長にこの思いとバトンを託し、

次の世代へつなげていくことが、今の私の部長としての役目だと思います。 

◇ 英語部 

 英語部は今年度、3 年生 2 名で活動してきました。今年度は、「イングリッシュコンテスト」の形式

が変わったので、出場できませんでした。とても残念な思いをしたようですが、部員たちは、今まで活

動してきて募る思いがたくさんあります。それを代表して、部長の糸山さんが語ってくれました。 

「 学んだこと 」          英 語 部 部長 【糸山 楓華】        

 私が３年間英語部を続けて学んだことは、「努力は、裏切らない」ということです。英語部の活動は

週に２回で、主に ALTの先生との英会話やリスニングの練習、そしてライティング練習でした。その中

でも特に印象に残っているのは、昨年の夏休みから２学期にかけての間です。年に一度行われる「イン

グリッシュコンテスト」に向けて、毎日学校で練習していました。先生方のご指導や先輩達のアドバイ

スのおかげで、少しずつ上達し、自分が納得のいくまで家で何度も練習しました。しかし、台風の影響

で「イングリッシュコンテスト」は、開催されませんでした。とても練習していたため、悔しい思いを

しました。その時、森中先生に提案された「文化発表会」での演説。これは、私の３年間の活動の中で

一番緊張し、同時に自分の部に誇りを持った瞬間でした。ステージの中央でたくさんの人に見守っても

らいながら行った演説は、今までの中で一番の出来だったと思います。この時に感じたことが、最初に

書いた通り、「努力は、裏切らない」です。あの機会をつくってくださった先生方、本当にありがとう

ございました。 

 私は、部長として何か大きなことは出来ていなかったかもしれません。それでも私の中学校生活を語

るには、英語部の存在はなくてはならないもので、最後の部長として、この作文を書くことができて良
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かったです。 

 最後に、我毛先生をはじめ、私達を支えてくださった先生方、本当にありがとうございました。 

◇ 演劇部 

 8月 20日に、「北九州市中学校文化総合発表会」が行われました。今年度は、来年度北九州市で開催さ

れる「全国中学校文化総合発表会」のプレ大会を兼ねて実施されました。演劇部は、「星の果てるところ

（原作：聖霊高校演劇部、脚色：阿部佳織先生）」という演題で舞台に立ちました。 

 あらすじは、飲んだ人間に永遠の命を与えるとされる月の海の水を求めて、少女ひかりは、弟宙と共に

銀河鉄道に乗り宇宙の果てまで旅をするのを演じたものです。詩人、科学者、車掌、そして星々が解き明

かす、生命と宇宙、生と死の謎。『銀河鉄道の夜』の世界観をベースに、天文学と世界各地の神話、ロマン

派の詩の世界を融合させた哲学的ファンタジーです。演劇部員全員が、１つになって、思いを込めて練習

した演劇でしたので、その迫力が伝わってくる素晴らしい舞台となりました。中でも吉井さんの演技は、

自分が言葉を発してない時でも表情で演技をしていて、「宙」の役になり切って抜群でした。また、大野さ

ん扮する「ひかり」と池田さん扮する「母」役の最後の涙を流すシーンは、感情移入して本当に涙を流し

ていました。あまりの演技に見ている私まで目頭が熱くなりました。 

「夏の大会を終えて」         演 劇 部 部長 【吉井 梨穂菜】        

 私たち 3年生にとって最後の夏の大会は、8月 20日に行われました。北九州市内の中学校における演

劇部は少なく、4校だけです。その中で 50分間ほどの劇を作り上げ最優秀賞を競い合います。今年、最

優秀賞を取れば、12月に宗像市で県大会があります。私たち 3年生は、最優秀賞を取ったことがないの

で、今年こそ取りたいと思って練習してきましたが、取ることができませんでした。私自身、夏の大会

でキャストとしてほとんどの場面で出ることは初めてで、とても緊張しました。しかし、本番前の準備

で、キャストだけで練習している時が楽しかったです。また、本番当日に舞台に立って発表を終えた時、

裏で劇が始まる前の時間や円陣を組んだ時間が良いなと思いました。今まで 3年生は、塾と部活で大変

だったり、練習時間が短くなったり、練習で人数がそろわなかったりといろいろ苦労がありましたが、

何とか今日まで乗り越えてきました。それだけに、最優秀賞を取れなくて、とても悔しいです。 

 今まで、3年間部活動を続けて、先輩方と仲良くなれたり、初めて後輩ができたり、横だけでなく縦

のつながりが小学校のころと比べると、強くなったような気がします。私は、何度も部活動をやめよう

と決断したことがあります。部活動が楽しくなかったり、人間関係で上手くいかなかったりしました。

その時はとても辛かったのですが、それでも頑張って毎日部活動に行きました。何かを続けていくこと

はとても大切だと感じました。また私たちの部活動は、年に 3回ほどしかなかったのですが、2年生の

時、上津役市民センターで劇を 2回やらせてもらいました。その時の劇では、観客の人が主にお年寄り

の方々でした。私は、キャストとして一生懸命練習したお陰で、たくさん笑って頂きました。それが今

でも印象に残っています。 

 私が部長になってから、新入生歓迎公演、今の 2年生たちに指導しました。まだ私たちより演技の経

験が少なかったのですが、本番は上手くやってくれて、感動しました。辛かったことは、部長になって、

たくさん増えました。悩んだり、泣いたり、不安になったりしました。大会前は、部員の集まりが悪く

「楽しくないのかな」などと思ってしまって、自分でもどうしたら良いか分かりませんでした。けれど、

引退は 11月の文化発表会なので、それまで問題を一つ一つ解決していって、次の世代へ渡したいです。 

 夏の大会の劇で、「ひかり」役の大野桜さんと「母親」役の池田萌さんが泣く場面があって、本番で

きれいに涙を流していて、とても印象強かったです。私たちにとって最後の夏の大会は、とても良い経

験と思い出になりました。 
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◇ ダンス部 

 8月 20日に開催された「北九州市中学校文化総合発表会」のオープニングセレモニーで、上津役中と早

鞆中ダンス部が合同で披露しました。テンポの良い「イナズマ」と「ＡＧＥＨＡ」という曲に乗って、発

表会を盛り上げる最高のダンスを披露してくれました。また、8月 21日には、「全日本小中学生ダンスコ

ンクール 九州大会」に出場しました。中学生の部では、中学校やクラブのチーム等全部で 26チームが出

場していましたが、上津役中は、全部で 25名の大人数でダンスを表現しました。大勢の人数で、全員が揃

った動きだったので、とても美しく迫力がありました。そして、最初に少人数が舞台中央で踊り、舞台袖

から全員が出て踊ったり、グループ毎で踊りが違ったり、隊形移動があったりして、様々な変化が観客を

魅了しました。審査員からは、全国大会への出場権はもらえませんでしたが、見事金賞に輝き、上津役中

のチーム力を見せてくれました。 

「 前 進 」        ダンス部 部長 【山口 美咲】        

 私たちダンス部は、8月 21日に「全日本小中学生ダンスコンクール 九州大会」に出場しました。こ

のコンクールのために約 5か月間、部員全員で懸命に練習を励んできました。出場者の中には、観客を

奮い立たせるような演技をするチームもたくさんありました。しかし、そんなチームにも負けないくら

いの元気と気迫で会場全体を包み込めるように、表情や今までの練習で確認し合ってきたことを意識し

て全力で踊りました。踊り終えた時は、やり切った達成感でいっぱいでした。結果は見事「金賞」を頂

くことができました。発表と同時に聞こえた部員の歓声と夢にまでみた金賞を獲得できたという喜び

は、今でも思い出すことができます。 

 部活動を続けてきて、印象強く感じたことは、1日 1日の積み重ねの偉大さです。上手く踊れない動

きを修正したり体幹を強くしたりするためのトレーニング、柔軟性を高めるためのストレッチなど全て

は、自分の頑張り次第で高めることができますが、頑張らなければ低くしてしまうこともあると身に染

みて感じました。そして、仲間とのチームワークの大切さを学びました。仲間と一致団結することで、

今までにない演技を披露することができます。時には、お互いの思いがすれ違ってしまうこともありま

したが、そのような経験も含めて自分たちを成長させることができたと思います。 

 部長に選ばれた時は不安でしたが、部員たちがサポートしてくれたお陰で、チームをまとめることが

できました。特に副部長の２人にはとても感謝しています。いつもそばで支えてきてくれて嬉しかった

です。そして、何よりダンス部のことを見守ってくださった顧問の西山先生には、感謝の気持ちでいっ

ぱいです。私は今、ダンス部の部長になって良かったと思います。部長を務めたことで多くのことを学

び、仲間の優しさを知ることができました。私たちダンス部の３年生は、１１月まで部活動が続きます。

部員の皆と踊れるかけがえのない１日１日を大切に、これからも前進していきます。 

☆ ダンス部３年生は、11月２日に本校で行われる文化発表会への出場が最後となります。そして、そ

の前 10月 19日に、北九州芸術劇場で開催される「第 11回 ダンスフェスティバル」に出場し、最優

秀賞を勝ち取ることが、最大の目標です。みんなで、応援しましょう。 

 

◇ 合唱部 

8月 4日に、「第 74回九州合唱コンクール（福岡県大会）」が、なかまハーモニーホールで開催されま

した。そこで、見事金賞の栄冠に輝き、そして九州大会出場の権利を獲得しました。 

「県大会金賞受賞！九州大会出場！」おめでとうございます。 
上津役中は今まで本大会に一度も出場したこともなく、今年度初めての出場だったにも関わらず、金

賞に輝いたのは快挙です。本大会のパンフレットに本校の紹介文が掲載されていますので、紹介します。 
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私たちは、今年度合唱連盟に加盟し、コンクールにも初めて出場します。部員は 37名。その内 1

年生が 18名。歌うことが大好きで、毎日楽しく活動しています。今回はア・カペラに挑戦します。

美しい旋律と変化していくリズムに魅せられ、この曲を歌いたいと思いました。未熟な私たちです

が、素直に表現できるように心を込めて歌います。仲間と一緒に歌えることに感謝しながら…。 

紹介文の通り、合唱部員たちの大好きな曲「Magos a rutafa（ヘンルーダの花が咲いたら）」を楽し

んで伸び伸びと歌い、非常に迫力のある歌声を聞かせてもらい、心が震えました。 

8月 7日に、「NHK全国学校音楽コンクール（福岡県大会）」が、福岡市民会館で開催されました。銅

賞で、合唱部員たちは非常に悔しい思いをして涙を流す生徒もいました。顧問の佐藤先生は、「緊張の

ためか、表情がこわばっていたかな？いつも通り歌えるよう、もっと練習しなければと反省しています。」

と言われていました。この NHKの福岡県大会の悔しさをバネにして、9月 14日に熊本県立劇場コンサー

トホールで開催される「第 74回九州合唱コンクール」の九州大会に生かしてもらいたいと思っています。 

「 私たちの青春  」        合唱部 部長 【花田 桃佳】        

 私たち合唱部は、8 月 4 日に九州合唱音楽コンクール、8 月 7 日に NHK 全国音楽コンクールに出場し

ました。 

九州合唱音楽コンクール「ＪＣＡ」には、今年初めて出場しました。合唱連盟主催のこのコンクール

には、毎年多くの強豪校が出場し、九州大会の切符を奪い合います。今年は、伴奏が入らない「ア・カ

ペラ」に挑戦しました。伴奏がないということは即ち、歌声だけで会場中にハーモニーを響かせなけれ

ばいけないということで、濁りが顕著に現れるので、かなりの集中力が問われます。「ヘンルーダの花

が咲いたら」。佐藤先生が選曲して下さったこの曲の、各部分のコントラストに惹かれ、この曲を「Ｊ

ＣＡ」で歌うことに決めました。念入りに練習してたくさん準備して出場したこの大会、結果は金賞。

九州大会の出場が決まりました。本当に嬉しかったです。 

NHK全国音楽コンクール「Ｎコン」は、課題曲が決められていて、今年は SHISHAMOの「君の隣にいた

いから」。自由曲には、「ＪＣＡ」の時と同じ「ヘンルーダの花が咲いたら」を選びました。30校ほど

が出場する中で、金賞を取れる学校はたったの 2校。かなり狭き門のこのクンクールのために、私たち

は毎日必死に練習してきました。結果は銅賞。目指していた金賞には惜しくも及ばず、とても悔しかっ

たですが、その悔しさをバネに「ＪＣＡ」の九州大会に全力で挑もうと思います。 

私が今まで、3年間部活動を続けてきて、つらかったこと、嬉しかったことなど、いろいろな思いが

あります。パートごとに分かれて、地道にコツコツ 1音ずつにこだわり練習していくのは、とてもきつ

いものでしたが、私たち持ち前のチームワークを生かして乗り越えてきました。大会後にもらえる審査

員の先生方からの講評にも「生徒同士や先生との信頼関係が見える。」と評価して頂けていて、とても

嬉しかったです。部員全員が同じ目標に向かって進んでいくのは、とても難しくて、40人弱をまとめて

いくことは凄く大変なことでしたが、副部長さんたちが支えてくれて乗り越えることができました。2

つのコンクールでこんなに良い結果を頂けたのも、多くの方の支えがあってこそのものだと思います。

9月 14日のＪＣＡ」の九州大会で、今まで指導して下さった佐藤先生、協力して下さったお家の方、全

ての方々に、心からのありがとうが伝わる演奏ができるよう頑張ります。 

私たちが合唱部として活動できる残り僅かな貴重な時間を、1秒 1秒大切にしていきたいです。応援

よろしくお願いします。  

 


