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紅葉鮮やかな季節、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。生徒たちは、楽し

く充実した文化発表会も終わり、落ち着いた雰囲気で学習に取り組んでいます。特に 3年生にとっては、

これからの学習が高校進学や将来の人生設計に大きく関わる時期になります。不安なこともあると思いま

すが、プレッシャーを乗り越えて成功を勝ち取ってもらいたいと思います。 

ソフトテニス部が、新人区内大会で頑張りました！ 

  10月 5日、穴生ドームで、ソフトテ

ニスの新人区内大会が開催されました。

予選リーグで本城中、千代中と対戦し２

試合共惜敗でした。午後からの決勝トー

ナメントも永犬丸中と対戦して、惜敗で

した。試合の勝敗は、３ペアの戦いで２

勝した方の勝利となりますが、予選リー

グの２試合は、最初に戦ったペアの園山

君と森君のペアが勝利しました。最初に

勝利したことで雰囲気が盛り上がり、試

合に出られない 2 年生・1 年生の応援、

保護者の応援も盛大で、上津役中が一丸

となって頑張った試合でした。この新人

戦では浅川中が優勝しましたが、予選リーグで惜敗した千代中と本城中が準優勝と３位です。本校との対

戦でも接戦だった千代中と本城中とは力の差はほとんどなかったので、これからの練習次第では十分追い

越せるのではないかと思います。来年度の夏の大会へ向けて、しっかり練習しましょう。 

ダンス部が、東京ガールズコレクションに出演しました。 

ダンス部も10月5日に東京ガールズコレ

クションに出演しました。有名なモデルの

桐谷美玲さんや中条あやみさん、人気アイ

ドルグループ・アイズワンなど 100人以上

のモデルやアーティストが登場し、約

8,000 人超の来場者を前に最新のファッシ

ョンやカルチャーを披露していました。そ

の大勢の観客の前で、女優の新木優子さん

と北九州市立高校ダンス部の生徒の皆さん

と一緒にダンスを披露し、大変な盛り上が

りを見せてくれました。最後には、司会者の方のインタビューで、この舞台に立てたことの感想を尋ねら

令和元年１１月８日 

北九州市立上津役中学校 

校  長   森  隆 

№７ 

大会初戦を戦う前、上津役中の闘志あふれる顔の選手たち！ 

 

https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E6%A1%90%E8%B0%B7%E7%BE%8E%E7%8E%B2&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%B8%AD%E6%9D%A1%E3%81%82%E3%82%84%E3%81%BF&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws


- 2 - 

 

れましたが、ダンス部部長の山口さんが「最高の仲間と素晴らしい舞台に立てたことの感謝」を伝え、感

動のステージとなりました。 

演劇部が、地域で感動の演劇を披露しました。 

10月 5日、演劇部は「ふれあいひまわりの集い」で上津役地区の一人暮らしのご老人の方々に朗読劇を

披露しました。また 10 月 13 日には、大原市民センターまつりで、5 日と同じ演劇を披露しました。内容

は、1945年に第二次世界大戦で日本が敗戦に追い込まれ、8月 6日夏の暑い日に広島に原爆が投下された

時のお話です。「夏服の少女たち」というタイトルで、戦時中で毎日の生活が非常に苦しい中、元気に明

るく振舞っていた「広島第一高等女学校」の女生徒たちが、広島の原爆の被害に遭った時のことを演じま

した。原爆被害に遭った時の苦しみや悲しみ、恐ろしさがリアルに伝わってきました。あまりに素晴らし

い演技で、見ている我々がぐんぐん劇の中に引き込まれました。最後は涙を流すご老人もおられました。

朗読劇を鑑賞した我々観客に、戦争被害に遭われた方への悲痛な叫びと戦争の悲惨さを心から感じさせて

くれる作品でした。 

 

ボランティア部が、地域で活躍しています。 

本校ボランティア部が、大原市民セ

ンターまつりに参加し、いろいろなお

手伝いをしました。バザーで、焼きそ

ば、コーヒー、フライドポテトなどを

販売したり、小学生にラッキーパンチ、

フルーツ釣り、千本釣りなどのゲーム

を楽しませたりしました。いつもお世

話になっている地域の方々に行事のお

手伝いを通して貢献することは、まさ

にボランティアです。人の役に立つこ

とのすばらしさを体感しています。こ

れも生徒の大きな成長の一つです。 

 

 

 

ボランティア部男子が、ゲーム担当で小学生を楽しませた！ 

フライドポテトを

笑顔で販売してい

る「二瀬梨希」さん 

    さん 

焼きそば販売：笑顔の「宮本藍さん」（左上） 

演劇終了後のカーテンコール：素晴らしい朗読劇に感動し、観客から大きな拍手が送られ続けました！ 
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サッカー部が、新人区内大会で奮闘しました！ 

 10 月 12 日、穴生中学校で新人区内大会の１回戦が行われました。相手は、千代・沖田中の連合チーム

で、本校よりも体格もスピードも優れていたので、試合は劣勢を強いられました。しかも本校は、12名の

部員の内、1 年生が 6 名で、中学校からサッカーを始めた生徒が 7 名いるので、千代・沖田中との実力の

差は歴然でした。しかし、上津役中の生徒は、ゴールキーパーの大石君を中心にしっかりディフェンスを

して、前後半共に失点０で抑えました。そして、延長戦でも失点せず０対０で終わりました。何度か危な

い場面もありましたが、相手のシュートに身体を寄せたり、ブロックしたりして必死に守りました。チャ

ンスも 3度ほどつくり、シュートまで結びつけました。特にディフェンスでは、近藤先生と村田先生の指

導をよく理解し、しっかり声を出して最後まであきらめない粘り強い姿勢を見せてくれました。最後は、

ＰＫ戦となり、２対３で惜敗しましたが、とても頑張った素晴らしい試合でした。これからの練習で、こ

の頑張る姿勢を持ち続ければ、きっと強いチームになります。自分たちをそして顧問の先生方を信じて頑

張ってください。 

 

 

剣道部、新人区内大会で全力を尽くし、市内大会出場権を獲得しました。 

10 月 20 日、黒崎中学校で新人区内大会の団体戦が行われました。（剣道の団体戦では、先鋒から大将

まで 5人がそれぞれ

対戦し、勝利の多か

ったチームの勝利と

なります。） 

男子は、予選 3チ

ームリーグで、初戦

沖田中と対戦しまし

たが 5人が全勝し、

圧勝でした。黒崎中

とは 2勝 2敗 1分け

でしたが、先鋒の今

林君と飯田君が 2本勝ちで勝利しましたので、接戦を制しました。結果、沖田中・黒崎中に 2勝し、予選

1 位通過で決勝トーナメントの準決勝に進みました。準決勝では、千代中と対戦し 2 勝 3 敗で惜敗でした

ので、3 位決定戦に臨みました。決定戦の相手は浅川中でしたが、1 勝 4 敗で惜敗し、4 位となりました。

しかし、大将飯田君の戦いは、見事で、鮮やかな面と小手の 2本を取って勝利し、一矢報いました。この

初戦前の闘志みなぎる表情とガッツポーズ。この表情の通り、ファイトあふれるプレーを見せてくれた。 

対黒崎中：2 勝 2 敗 1 分けで、接戦を制した時の挨拶。対戦相手に感謝を！ 
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勝利は、きっと今後につながるものと思います。 

女子は、予選 4チームリーグで 3校と対戦しましたが、沖田中とは 3勝 1敗 1分け、黒崎中とは 4勝 1

分け、引野中とは 3勝 1敗 1分けで全勝し、予選 1位で決勝トーナメントの準決勝に進みました。準決勝

では熊西中と対戦しましたが、1 勝 2 敗 2 分けで、あと一歩のところで惜敗しました。その後、本当に悔

しい思いをした後の 3

位決定戦でしたが、そ

の気持ちを全部つぎ込

んだかのように闘志あ

ふれる試合を見せてく

れました。対戦相手は

予選リーグで対戦して

いる引野中でしたが、

予選 3勝 1敗 1分けだ

ったところを全勝して、3

位の栄冠を勝ち取りまし

た。この見事な勝利が今

後に生きるものと思います。 

男女ともに、11 月 9 日に北九州市立総合体育館で、市内大会が行われます。区内大会で勝って喜びを、

負けて悔しさを味わいました。この大会を通じて、心技体共に成長し、市内大会につながってくれること

を期待しています。 

 

ダンス部、ダンスフェスティバルで悔いのないダンスを披露しました！ 

 10 月 19 日、北九州芸術劇場で、北九州市の小中学生が集い「ダンスフェスティバル」が開催されまし

た。この大会に照準を合わせ、ずっと練習を重ねてきました。部員 25名という大人数でダンスをするのは、

大変でした。小学校からダンスを経験してきた生徒ばかりではないので、経験のない 1年生はダンスを始

めて約半年間しか経っていませんので、スムーズな踊りは出来ません。それでも 2 年生・3 年生の先輩が

粘り強く指導し、大変な努力の結果がフェスティバルの時の素晴らしいダンスです。西山先生のお話では、

「残念ながら今年度は、賞をもらうことができませんでしたが、なぜかダンスフェスティバルを終えての

生徒たちの表情は、やり切ったという安堵感と充実感でいっぱいだった。」と言われていました。部員た

ちは、賞をもらえる事よりも、このダンスフェスティバルへ向けてダンス部全員が一つになって頑張って

作り上げてきたダンスを、多くの観客の前で披露（表現）できたことが何よりも嬉しかったのです。本当

によく頑張り悔いのないダンスができました。 

 

 

 

 

 

 

 

準決勝 対熊西中：惜敗し、悔しさをあらわにした選手たち。この悔しさが

3 位決定戦につながって、５勝した。 
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先生方も勉強しています。 

 10 月 16 日の 6 校時から放課後にかけて、先生方の勉強会が、第二理科室と図書室で行われました。5

校時は、1 年 3 組担任の永田潤先生の理

科の授業で、授業を受ける３組以外の生

徒は全員下校しました。授業は第二理科

室で行われましたが、３組の生徒全員が

面白がって活動し、目を輝かせて授業を

受けていました。本授業のめあては「ア

ンモニアを発生させ、その性質を調べよ

う」でしたが、班ごとの実験を通してア

ンモニアの性質がしっかり分かったよう

で、どの班も話し合ってしっかりと考え、

発表していました。最後のまとめも生徒

の言葉で締めくくり「アンモニアは水に

非常に溶けやすく、水に溶けるとアルカ

リ性を示す。空気より密度が小さい気体

である。」という内容が頭に刻み込まれ

たようです。きっと、次の時間に聞かれ

た時も、アンモニアの性質がスラスラと

言えるのではないでしょうか。 

 この授業を見て、上津役中の全員の先

生方が研究協議を行いました。永田先生

の指導の素晴らしさ、１年３組生徒の生

き生きとした授業態度などを称え、先生

方の授業に生かしていこうと確認しまし

た。また、こんな工夫をすることによっ

て、さらに生徒が考えたり、しっかり発表したりして授業が活発になることなどを話し合いました。どの

先生も真剣で、とても有意義な時間になりました。皆さんには、先生方も生徒の皆さんが少しでも勉強が

面白いと思えるような授業になるように、本気になって努力していることを知っておいてもらいたいと思

っています。 

農村宿泊体験学習で、たくさんの笑顔が見られました！ 

 2 年生が 10 月 22 日～24 日、2 泊 3日で、大分県宇佐市安心院町に、農村宿泊体験学習に行ってきまし

た。農家の方々の温かさに触れ、農業や漁業などの仕事を通して自然に触れ、都会では味わえない素晴ら

しい体験をしてきました。芋やなす、ごぼう、トマトなどの野菜を収穫したり、稲刈りをした稲穂を干し

たりしました。竹で箸を作ったり、ピザや蒸しパンを作ったり、釜でご飯を炊いたりもしました。また、

船に乗って魚やイカ、エビを釣ったり、釣ったばかりの魚の刺身を食べたりしたグループもありました。

生徒たちは、どの家庭でも今までに見たこともないような満面の笑顔で、2 泊 3 日を過ごすことができま

した。お別れの退村式では、農家の方と抱き合って涙を浮かべながら別れを惜しむグループもありました。

永田先生に熱心に質問している生徒たち。 

防護眼鏡をつ

け、真剣に実験

を行う生徒達。 
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できる限り、生徒たちの笑顔を紹介したいと思います。 
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文化発表会は、感動の連続でした！ 

 11月 2日、本校体育館と武道場で文化

発表会が行われました。大きな感動をも

らった最高の文化発表会でした。発表会

の冒頭と最後に述べた展示部門とステー

ジ部門で講評させて頂いた内容と重なり

ますが、再度伝えさせていただきます。

紙面の都合上、全ての作品・パフォーマ

ンスを評価できるわけではないので、特

に印象に残ったものだけを厳選してご紹

介させていただきます。 

武道場では、国語・理科・美術・家庭

科・総合学習（修学旅行）・上津役学級

等の授業で制作した作品や部活動で作っ

た作品が展示されました。書写は、中学校文化連盟の出品作品で金賞を受賞した小竹美碧さん筆の「地球」、

伊藤志梛さん筆の「調和」、西藤すずさん筆の「輝ける未来へ」がとても美しい字でした。この３名以外

古賀先生と１年生が、熱心に

「自分の名前のレタリング」

と「書写」を観ている場面！ 
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の１年生・２年生の皆さんの作品も「一生懸命に心を込めて書いている」ということがよくわかる作品で

した。３年生の「修学旅行」と「夏を詠む」をテーマにした俳句では、「夏の朝 凜とたたずむ 廬舎那

仏」「夏休み 自宅警備 精を出す」「予報雨 試しに着付け 夏浴衣」が印象に残りました。１・２年

理科の自由研究では、櫻木啓海君と三原拓真君の「牛乳をプラスチックに変える」という研究が目を引き

ました。上津役学級で制作した「ユニット折り紙」は、カラフルでいろいろな立体が作られ、美しくもあ

り面白い作品であふれていました。１年家庭科のポケットティッシュカバーは、ペンギン、音符、自転車、

星、ナンバープレートなどのバラエティに富んだ模様の生地で制作されていました。２年美術の「自分の

名前のレタリング」では、「丹生谷実夢」「村田華歩」「大田黒萌々華」「伊藤志梛」「中野洋之」の字

が輝いていました。 

３年美術の透視図法を使った奥行きのある空間では、西藤すずさん作の「屋根裏部屋で星が見えるこん

な部屋があったらいいな」と思えるような作品と大野桜さん作の「天井にシャンデリア、床に赤いカーペ

ットが敷かれている夢のような図書館」をイメージ

させる作品に心惹かれました。 

美術部の「いばら姫」は、姫が暖かなバラの花

に包まれているような作品で、バラの花びらを赤

い羽根で丁寧に表現していた点が素晴らしかった

です。 

 ステージでは、まずオープニングで寸劇・ダン

スを披露し、さらに手拍子のダンスで全校生徒の

一体感を待たせる演出が素敵でした。１年生の群

読「竹取物語」では、日本最古の物語を想像する

世界を見事に表現していました。そして、全員が

心を一つに集中しないとできないハンドクラップ

を完璧に演奏しました。さらに、学年合唱の「平

和の鐘」では、全員が指揮者を見て一所懸命に歌

う姿が目に焼き付いています。「平和の大切さが

届くように」という想いを込めて歌っていました。 

２年生の合唱は、クラスコンクールの形式にな

っていました。１組の「時の旅人」は、全クラス

の中で最も歌う姿勢が良く、誰一人横を向いたり

歌わなかったりしている人がいない程、真面目に

合唱をしていました。２組の「COSMOS」は、金賞

を受賞しましたが、男女ともに声量があり、ハー

モニーが美しく、最高の合唱を聴かせてくれまし

た。３組の「花は咲く」は、２組と変わらないく

らい男女共に声量があり、美しい合唱でしたが、

惜しくも銀賞となりました。４組の「un limited」

は、全員が真剣に歌っていて、特に女子の声が美

しく響いていました。受賞は、８人の審査員の方

で厳正に採点した結果、全て１点差で賞が決まり

「1 年生の合唱」 

元気いっぱい！ 

生徒会のオープニングでのラストシーン。感激！ 

写真は「2 年３組」。

全学級が、心のこも

った合唱だった！ 
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ました。１組と４組は、残念ながら賞を獲ることができませんでしたが、２組と３組とほぼ変わらない素

晴らしい合唱であったことを付け加えさせていただきます。 

合唱部の合唱「ヘンルーダの花が咲いたら」は、夏の九州合唱コンク

ールで銀賞を受賞した曲ですが、

声量があって美しく静かな声で

歌ったり、大きな声で歌ったり

する中で、美しいハーモニーを

かもし出し、我々観客の心を鷲

づかみにしました。「心に花を

咲かせよう」の曲は、「幸せは

自分で作るものだから、心に花

を咲かせよう」という言葉が心

に染みてくるような合唱でした。そして「点描の唄」

では、３年生の想いのこもった曲で、３年生が１・

２年生の後輩を引っ張って来たことがわかる最高の

演奏でした。 

ダンス部の踊り「AGEHA」は、中文連の文化総合発

表会のオープニングで披露したものでしたが、全員

がリズムに合わせて同じ動きをして、それがとても

格好良く我々の目に映りました。手を挙げる角度や

ステップなど複雑な動きを軽やかに、笑顔で踊る

ダンス部を見て感動しました。８月のダンスコン

クール九州大会で金賞を受賞した「イナズマ」の

ダンスは、部員 25名全員が同じ動きをし、隊形移

動しながら踊っていましたが、それがまた美しく

素敵でした。ダンス部は、中学校からダンスを始

めた生徒も多く、相当な練習を積んできています。

ダンス部員の努力の結晶に、また一つ大きな感動

を頂きました。 

演劇部の「七人の部長」は、キャストの圧倒的な演技の上手さに感激しました。セリフを言った後すぐ

合唱部の美しいハーモニー。 

我々観客の心を鷲づかみに！ 

ダンス部の格好良いパフォーマンス。観客が憧れ

の眼差しに！ 

演劇部の「７人の部長」が、会議をしている

場面を演じている様子！観客は、実際にあり

そうなやり取りで、劇の中に吸い込まれた。 
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にセリフを重ね、リズミカルな会話を表現したり、間を空けて考える場面を強調したり、自然な会話の中

にユーモアを盛り込み、最高でした。そして最後の主人公生徒会長と並んで主役の「演劇部部長福岡」さ

ん役の益本さんのセリフに、感銘を受けました。「演劇部の福岡さんが役者になりたかったので演劇部に

入部した。その中で『目立つだけが良いのではない』ということ、大道具等の裏方役の人々の役割と素晴

らしさに気付かされた。その上でやはり自分は役者になりたい。」といった内容のセリフです。そして、

この演劇のエンディングにキャストと裏方の人々が出るカーテンコールに心が震えました。 

 最後の３年生の学年合唱は、「地球星歌」「IN TERRA PAX 地球に平和を」「はじまり」の３曲を歌いま

した。男女ともに声量のある美しい声、女子と男子が別々の歌詞とメロディを歌い、そこから男女が一緒

になって歌う声は、すごい迫力でした。会場全体を一つにして、最上級生のすばらしさを感じさせてくれ

る素晴らしい合唱でした。 

 生徒会執行部の人たちは、オープニングでの寸劇やダンス、エンディングの締めくくりの映像などの工

夫、司会・進行など、様々な努力をして文化発表会を盛り上げてくれました。みんなのために本当に陰で

支えてくれた生徒会の皆さんに感謝しています。ありがとうございました。 

 

３年生と合唱部、連合音楽会で最高のパフォーマンスを披露！ 

 11月 6日、「第 66回西区中学校連合音楽会」に参加しました。本校 3年生は、文化発表会で歌った「地

球星歌」と「はじまり」を合唱しました。広いホールでしたが、男子と女子の声が響き合い最高の感動を

与えてくれました。最後の元校長先生の講評の中で「期待通り、重厚感のあるハーモニーで、上津役中 3

年生の意気込みと自信を感じました。」と評してくださいました。また、本校合唱部は、穴生・永犬丸・

沖田・熊西中と合同で、佐藤先生の指揮で「紅葉（もみじ）」を合唱しました。最初は、アカペラで澄ん

だ美しい声で始まり、ピアノの伴奏と絡まると秋の美しさ・儚さ・爽やかさがかもし出されるような素晴

らしい合唱で、心が洗われました。最高のパフォーマンスを見せてくれました。 

 

学力を高めるために、必見！！ 

 生徒の皆さんが、自分の学力を高めるために大切な情報をお知らせします。教育委員会（教育センター）

から発信された「学力・体力向上だより『きたっＱ』58号」を次ページに掲載します。ぜひご家族で一緒

に、詳しくお読みいただき、話し合ってもらえればと思っています。

３年生の学年合唱。すごい迫

力で、会場を感動の渦に巻き

込んでくれた。ありがとう！ 
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日頃から、各学校において、授業改善や補充学習など、学力向上のための取組を行っていただき、

感謝申し上げます。 

全国学調や北九学調の結果を分析したところ、学力と生活習慣には、相関があることが分かりま

した。規則正しい生活習慣の定着については、家庭にも協力を要請することが必要と考え、市ＰＴ

Ａ協議会に、協力要請をしました。 

９月２日に生涯学習総合センターで行われた市ＰＴＡ協議会の役員会議で、各区のＰＴＡ協議会

の理事の皆さんに向けて、今年度の全国学調や昨年度の北九学調における本市の「生活習慣」と「教

科調査の正答率」の相関※をみた資料を基に、規則正しい生活習慣の大切さを説明しました。 
 

※ 相関をみた資料は、本市の結果のみ提供されており、学校単位での提供はありません。 
           また、原因が何で、結果が何かという「因果関係」については、この資料からは分かりません。 
 
参加者の方から、次のような声をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

調査結果からは、「意外」な事実も読み取ることができました。 

今回は、そのときに説明した内容について、知っていただきたいと思い、紹介します。  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参加者の声】 

生活習慣がこんなに学力に影響を考えていると知り、驚きました。子どもたちのこと

を考えて、家庭での生活習慣を見直し、改善するように、各区Ｐ連や各校のＰＴＡ

においても呼びかけを広げていきたいです。 

裏面では、家庭学習、ゲーム、スマホ、テレビの視聴時間に着目した結果を紹介

します。 

朝食を「毎日 
食べている」と 

答えた児童の 
国語の正答率 

朝食を「毎日 
全く食べない」と
答えた児童の 

国語の正答率 

 
 

グラフの 
見方 「朝食を毎日食べることができていない」という実態が見られる場合は、 

本資料を活用して、朝食の大切さを伝えることができます。 

「生活習慣」と「学力」の関係について ～学力調査の結果から～ 
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小・中学校ともに、授

業以外に１時間以

上勉強する児童生

徒の正答率が、全国

平均正答率と同程

度か、それ以上となる

傾向が見られます。

毎日一定時間以上

学習する習慣を形成

することの大切さを伝

えることができます。 

平成３１年度（令和元年度）全国学力・学習状況調査 

【小学校】 【中学校】 

平成３０年度 北九州市学力状況調査 【中学校】 

平成３０年度 北九州市学力状況調査 【小学校】 

ゲームや携帯電話・ス

マホは、使う時間を決

めることの大切さを伝え

ることができます。 

左は、中学校のゲーム時間に関す
るグラフです。小学校でも同様の傾
向が見られます。 

意外！ 

家庭で計画的に時間
を使い、勉強と余暇の
メリハリをつけている児
童生徒の方が、教科
調査の正答率が高い
のかもしれません。 

携帯電話・スマホの時間について
も、小・中学校で、使う時間が短
い方が教科調査の正答率が高い
傾向が見られます。 

 

中学校でも同様の傾向です。 

平日３時間以上読書する児童生
徒より、１～２時間読書する方が、
正答率が高い傾向が見られました。
この結果からも、計画的に時間を使
うことが大切であると言えそうです。 


