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太田小学校 ６年 谷川 茉優 

 

 私は、はじめて議場に入ったとき、天井の高さ、議場の広さ、じゅうたんの

やわらかさ、イスは自由に動く・・・など、めずらしいものにおどろきっぱな

しでした。 

私は、駅前商店街の活性化について質問しました。「とくとく商品券」では、

すごい経済効果が予想されていると回答いただき、大変勉強になりました。又、

私は一番最初に質問したのですが、きんちょうして、何度もつっかえてしまい

ました。しかし、副議長のときは、あいさつも、進行も、落ち着いてできたの

でほっとしました。 

子ども議会の議員として、また、副議長として、貴重な体験をさせていただ

き、ありがとうございました。この体験を、２学期の社会の勉強や、これから

の生活に生かしたいです。 

 

 

江面第二小学校 ６年 山田 辰之介 

 

 ぼくは初めて子ども議会に参加しました。他の学校の人たちも初めてだと思

うけれど、みんな落ち着いていてすごいなと思いました。市議会議場は静かな

ふんい気で、ぼくはもう席に着いただけで、すごくきん張してしまいました。 

自分の名札を立てて、いよいよ議会が始まりました。自分の番が回ってきた

時には、落ち着いて楽しんでやろうと思いましたが演だんで質問をする時には、

きん張がマックスになってしまい、足がふるえていました。でも、いつも気に

なっていた「市民グランドのサッカー場が芝生だったらいいのに」という疑問

は、「はじめは芝生だったこと」「芝生を育てるためにグランドが使えない期間

があること」等、市長さんがきちんと説明してくださったので、よく分かりま

した。子ども議会に参加してよかったと思います。また、他の学校の人たちの

質問やその答弁を聞き、いろいろな考えを知ることができました。 
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本町小学校 ６年 田端 優人 

 

ぼくはこの貴重な体験をさせてもらいとても良い経験になりました。 

子ども議会に行く前日とても緊張しました。たのしみにしていて夜も寝るの

が大変でした。子ども議会当日は朝から緊張が走り昼ごはんを食べに行っても

落ちつかず、トイレに何度も行きました。そして、市議会議場の中に入り最後

のリハーサルをしました。その時もとても緊張し、そわそわしていてとても落

ち着いてはいられませんでした。 

子ども議会本番になり議場に入ったらとても緊張が体を走りました。イスに

座った瞬間固まりました。子ども議員を紹介してくれるとき返事が出来てよか

ったと思い、まずホッとしました。市政への質問の時、読み上げるところに着

いた瞬間緊張して文が読めるか心配になりました。でも読み上げることができ

答弁をしてもらい、自分の席に戻ったら緊張が解けました。休憩が終わり後半

はのんびりと他の人の市政への質問を聞いていました。そしてすべての発表が

終わりほっとしました。今回貴重な体験をさせてもらってとてもよかったです。 

 

 

青毛小学校 ６年 松田 侑也 

 

 子ども議員として選ばれた日から、ぼくはわくわくしていました。なぜかと

いうと、本物の市議会議場に入って質問ができるからです。うまく質問できる

ように、声の大きさや速さに気をつけて練習しました。 

議会の前日には、校長先生や先生方の前でリハーサルをしました。きんちょ

うで体がガクガクして、ちょっと早口になってしまいましたが、「大きな声で

堂々と言えているよ」。とほめていただいたことを胸に、当日はがんばろうと思

いました。 

 そして、議会当日、ものすごくきんちょうしましたが、大きな声で質問がで

き、やりとげられてよかったと思います。市長さんのお話もよくわかりました。 

ぼくは、子ども議会で学んだことやわかったことがたくさんあり、いろいろ

な発見ができました。これからは、学んだことを生活に生かしていきたいです。

また、チャンスがあったら、子ども議員をやってみたいです。 
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久喜北小学校 ６年 川﨑 廉平 

 

 ぼくは、子ども議会に参加して、さまざまなことを感じました。礼の仕方、

１つ１つの言葉を覚えるなど、さまざまなことが大変でした。でも、今回の子

ども議会はいい経験になったと思います。 

なぜなら、市長さんや教育長さんの言葉を直接聞けたからです。久喜市の今

の現状や、これからの課題についてよく理解できました。 

また、ちがう学校の子の意見を聞くことができ、交流を深められたと思いま

す。 

そして、ぼくがこの夏休みに経験した子ども議会のことについて、久喜北小

学校のみんなにも伝えてあげたいなと思います。そして疑問に思ったことなど

をみんなで考えて、これからの久喜市を造っていこうと思います。 

 

 

小林小学校 ６年 照井 陽菜 

 

 私は今回、「子ども議会」に参加して、とても貴重な体験をさせていただきま

した。ありがとうございました。「子ども議会」に、学校の代表として参加する

と決まったときはとても丌安でしたが、市長さんの答弁を、直接聞くことが出

来て、とてもうれしかったです。 

私は、「久喜市の安全な町づくり」について質問しました。自転車の専用道路

を作ることがなかなか難しいこと、自転車を利用する人の安全を考えて道路を

作っていることがわかりました。市長さんの答弁は、ていねいでとても分かり

やすかったです。 

今回、参加したことで、久喜市についてもっと興味を持ちました。久喜市が

もっと住みやすく、安全な街になればいいなあと思います。 

子ども議員になって良かったです。今回の経験を生かして、これからもいろ

いろなことにチャレンジしていきたいです。 
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栢間小学校 ６年 小沢 優佳 

 

 私は、この夏休みに子ども議会に参加しました。議会の仕組みや進め方など

分からないことばかりでとても心配でした。でも、始まる前に説明を聞いて質

問の仕方が分かり尐し安心しました。 

私は、２番目の質問者でした。とても早い順番だったので、質問する前から

ずっときん張していました。発言している時は、尐しまちがえてしまったけれ

ど、はっきり言うことができました。答えてくれた教育長さんは、具体的にわ

かりやすく話してくださったので嬉しかったです。他の議員さんたちのいろい

ろな考えを知ることもできました。みんな自分たちの住む市をよくしたい、発

展させたいと願っていることが分かりました。 

今回、このような貴重な体験ができて、とてもよかったです。また、この経

験を生かして、学校でもみんなのことを考えた意見を言ったり、友達や下級生

の意見を聞いたりして、市民のことを考えた久喜市子ども議会のように栢間小

を思い、明るく楽しい学校にしていきたいです。 

 

 

栗橋西小学校 ６年 柿沼 黎穂 

 

 子ども議会に参加して、議場で自分の名前が書いてある議員席へ座り、丌安

と緊張がおそってきましたが、とても貴重な体験が出来たので、うれしかった

です。 

質問を考えるために、私なりに久喜市に住んでいて変わってほしいことを真

剣に考えました。議会では、他の小中学生のいろいろな意見も聞けて、私の知

らない久喜市を知ることが出来ました。また、１つ１つの質問に田中市長さん

や教育長さんが丁寧に答えて下さって、いつもこうして議員さんたちと私たち

の安全を考えてくれているんだなと思いました。 

本番では、全身ガクガクするほど緊張したけれど、私なりに思いを伝えられ

たかなと思います。そして、私たちの意見が尐しでも取り入れられたらうれし

いです。この議会に参加したことは大人になっても忘れないと思います。本当

に良い体験になりました。ありがとうございました。 
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栗橋小学校 ６年 田島 未羽 

 

 それは、大人の世界に行ったようでした。 

テレビで見たり、授業で討論をすることはありましたが、本物は全くちがい、

静かで、一言一言に重みを感じました。 

議員席にすわった時、演壇で質問した時は、とてもきんちょうしました。 

そして、他の子ども議員の質問の内容が、大人が言うような事がらで、おど

ろきました。 

私は、「広報くき」について質問したのですが、答弁を聞いて、「広報くき」

に楽しみなコーナーができることを期待しています。 

私達子ども議員の質問に対して、市役所の人々が真剣に考えていただき、市

長や教育長さんが、私たちにもわかりやすく答弁していただいたことに感謝い

たします。私も大人になったら、子どもの意見を真剣に考えられる人になりた

いです。 

市議会議場で演壇に立つという、貴重な体験をさせていただき、本当にあり

がとうございました。最高の１日でした。 

 

 

桜田小学校 ６年 平間 絢音 

 

 わたしの発表の番になった時、とてもきんちょうしましたが、練習をしたの

で自信を持って発表ができました。 

わたしの質問は駅や駅周辺の安全についてでした。そして質問の答えは、「ホ

ームと電車のすきまは、基じゅん通りですが、お年よりにとってはこわいもの

なのでみんなで気をつけてあげてほしいです。地下道のスロープについてはバ

リアフリー事業を進めていて、エレベーターなどの設計をして、その後作り始

めます。車いす、お年よりの方が安心してつかえるようにするため考えていま

す。」と安心できる答えだったので、ほっとしました。 

子ども議会では議場で自分の考えを発表したり、市長さんに答えてもらった

りときちょうな体験ができ、本当によかったです。 

これからも、この経験を生かして生活したいです。小学生最後の夏休みに、

良い思い出になりました。 
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砂原小学校 ６年 佐々木 里菜 

 

 わたしは、久喜市子ども議会に参加して、貴重な体験をする事ができました。

大きな声で質問することができましたが、とてもきんちょうしました。中学生

の質問を聞くと、わかりやすくはっきり落ち着いて話せているので、わたしも

見習いたいと思いました。また、自分の意見をしっかり伝える大切さや、他の

人の発表をきちんと聞く大切さを学べたのでよかったです。 

議会では、久喜市長さんや教育長さんがわたしたちの質問に、一つ一つてい

ねいに説明してくれたのでうれしかったです。いつも久喜市をよりよくしよう

と、市長さんや議員さんたちが議会で意見を出し合っているのは、すごいなと

思いました。 

この日の体験を生かして、学校での授業などでも自信を持って意見を発表で

きるようになりたいです。そして、将来、久喜市のためになにか出来ることが

あればいいなと思います。 

 

 

東鷲宮小学校 ６年 栃澤 裕太 

 

 今回、ぼくはこの子ども議会に参加する事ができ、自分にとって、とてもい

い経験になりました。この子ども議会に参加したことで、議事の進め方をくわ

しく知ることができました。そして、自分が今疑問に思っている事を質問する

事ができ、またその答えを知る事ができて、とてもよかったです。 

実際に質問している時は、とてもきんちょうしました。自分の質問に対して

の市長、教育長の答弁は、ぼくたち子どもが分かるように、ゆっくり答えてく

れたのでびっくりしました。 

また、自分以外の議員のみなさんは、具体的な質問内容でとても分かりやす

かったです。今回の子ども議会に参加していなかったら会うことができなかっ

た市長や、教育長に会えてとてもよかったです。 

今後、この子ども議会で経験したことを伝えたり、自分自身や東鷲宮小学校

のために生かしたりしたいです。 
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久喜南中学校 ３年 内村 雛子 

 

 今回、久喜市子ども議会に参加して、今まで知らなかった久喜市の一面を知

りました。 

私たちの意見や質問に田中市長さん、吉田教育長さんがとても丁寧に分かり

やすく答弁していただき、久喜市の災害時対応についてより詳しく知ることが

できました。 

また、菖蒲の「あやめ・ラベンダーのブルーフェスティバル」や鷲宮の「わ

しのみやコスモスフェスタ」など、私たちも参加できるイベントが開催されて

いることが分かりました。今まであまり関わりのなかった人たちと交流できる

場ができてとてもうれしいです。今度行ってみたいと思います。 

本当の議会が行われている会議場で意見を発言できて、とても貴重な体験を

することができました。ありがとうございました。 

 

 

太東中学校 ３年 菊池 駿輔 

 

 私は、久喜市長や教育長を始め、たくさんの方々がご出席して下さったこの

子ども議会に参加できたことを嬉しく思っています。市議会議場で、しかも本

物の市議会と同じ進行でできたということは、私にとって大きな財産となりま

した。 

入念な打ち合わせのおかげで、自分の意見を教育長に伝えることができまし

た。教育長の答えは、久喜市民を思いやる最善の回答だったので、久喜市民と

して嬉しかったです。 

また、他の児童・生徒の皆さんの質問するときの姿や話を聞いている態度が

立派で、流石だなと思いました。子ども議員の皆さんこそが、将来の久喜市を

活性化させていくべきだと改めて実感しました。 

最後になりますが、私は子ども議会という貴重な体験ができて本当に良かっ

たです。そして何より、久喜市の議員さんが久喜市民を第一に考えて下さって

いて嬉しかったです。私は久喜市民であることを誇りに思います。 
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菖蒲南中学校 ３年 加賀谷 美咲 

 

 今回、子ども議会に参加して、とても良い経験ができました。 

初めて久喜市役所の議場に入ったときは、広くて本番ここでやるということ

を想像すると、すごくドキドキしました。そして、議長という大役を務めるこ

とになり、大きなプレッシャーもできました。 

しかし、当日には楽しく子ども議会を進めることができました。最初は尐し

緊張していましたが、議長席に座ると案外落ち着くことができました。質問を

する時もあまり緊張しないですることができました。子ども議員さんが質問を

して、市長さんや教育長さんがそれに対して熱心に答えてくれている様子を見

ていると何だか嬉しくなりました。 

子ども議会に参加したことで、今まで知らなかった久喜市を知ることができ

たし、更に久喜市について知り、将来久喜市を支えていきたいと思うことがで

きました。貴重な体験をさせていただきありがとうございました。 

 

 

栗橋西中学校 ３年 柳田 将貴 

 

 私はこの子ども議会に参加して、私自身久喜市について知らないことが非常

に多かった事に気が付きました。 

私は、「ゆとり教育の見直しによる久喜市の教育の今後について」を質問しま

した。これに対し、「今年度から新学習要領の実施に伴って、中学校では１週間

の授業数が２８時間から２９時間になったこと」「久喜市の子ども達が大人にな

った時、社会で活躍できるよう総合的な人間力を育成できる学校教育であるよ

うに何度も研究会を重ねていること」等を回答して頂きました。私達の知らな

いところで、久喜市をより発展させるため、多くの話し合いや研究が行われて

いることがわかりました。私達中学生も、久喜市についてもっと関心を持ち、

今自分たちができることや、今よりもっとこの町を良くするためにはどうすれ

ばよいかを考えていきたいと思いました。そのためにも、私自身多くのことを

学びもっと成長したいと思いました。 
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鷲宮東中学校 ２年 風間 泰斗 

 

 今回私は子ども議会に参加して、とても貴重な体験をさせていただきました。 

私は、久喜市に対して「教員の人数増加について」質問いたしました。市政

の回答は、教員の人数を増やすという事は現実的には出来ないという事でした

が、尐人数指導のための先生や、授業を充実させるための指導員など、市とし

て教員を増やす努力が行われている事が分かり、久喜市の前向きな姿勢が理解

できました。 

他校の生徒からもより良い久喜市を目指した様々な意見がありました。その

意見に対して市政の方が熱心に答弁して下さり、久喜市の方向性や様子を理解

することができました。 

私は久喜市をより良くするためには、今回のような活発な問題提起が大事だ

と思いました。提案や問題提起をすることにより、これについてお互いが真剣

に考え、物事を尐しずつ前進させるためのきっかけになるのではないかと思い

ました。 

今回子ども議会で学んだ経験は、学校生活における生徒会活動に活かしてい

こうと思います。鷲宮東中学校における生徒総会において、子ども議会のよう

な活発な意見交換や、具体的な問題提起を行い、話し合う事により、よりよい

学校生活を送れるようにしたいと思います。 


