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太田小学校 ６年 源田 歌乃 

 

私は、子ども議会に参加して多くのことを学びました。 

私は「青毛堀の清掃活動」について質問させていただきました。 

市長や教育長をはじめ、多くの方が見ている中で質問するのは大変緊張しましたが、

最後まで落ち着いて質問することができました。 

７月に４回もパトロールをしていることや、市民団体の活動、ホームページを活用し

ていることなど、私が知らない多くの活動が行われていることがわかりました。 

また、私以外の子ども議員の質問に対しても、ていねいに答えてくださったおかげで、

市政についていろいろなことを知ることができました。 

そして、議会の様子や進め方、発言の仕方など知らなかったことをたくさん学ぶこと

ができました。このような貴重な体験ができたことを嬉しく思います。 

これからも久喜市民としてさらに青毛堀を大切にしたいと思えるようになりました

し、久喜市が行っている活動に興味をもつようになりました。 

このような場をいただきありがとうございました。 

 

 

江面第二小学校 ６年 早川 侑里奈 

 

今年の久喜市子ども議会に、私の学校が参加校になると聞き、先生から「子ども議員

として参加してみませんか。」と言われたとき、めったにある機会ではないので、ぜひ

参加してみたいと思いました。 

  私が議会で質問したのは、「『学校ゆるキャラサミット』による市内小中学生の交流に

ついて」です。各学校でゆるキャラを作って交流したら、もっと自分の学校が好きにな

り、他の学校の人たちとも仲良くなれるという内容です。 

この質問に対する教育長の答弁では、着ぐるみとしてゆるキャラがある学校がまだ少

ないので、今、「学校ゆるキャラサミット」を開くことは難しいということでした。 

まずは、着ぐるみを持っている江二小と青毛小との交流から始めていけたらいいな、

と思います。 

また、市内の小中学校にゆるキャラが広がっていくように、江二小の「ピカリンコ」

をもっとアピールしていきたいです。 

今回、私は、子ども議会に参加してとても良い経験ができましたので、次回は、もっ
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と参加できる人数を増やしていただきたいと思います。 

そして、より多くの小中学生が経験できるようにし、たくさんの子どもの意見や考え

を聞いていただけたらと思います。 

 

 

本町小学校 ６年 梅原 菜摘 

 

私は、めったに見られない広い議場で、久喜市をより良くする会議に参加することが

できて、とてもありがたい経験をしたと思っています。 

私は学校の代表として参加することに決まったとき、私でいいのかと不安でした。 

リハーサルのときも、どこでお辞儀をするのか、どこで発表するのかわからなくなっ

てしまい、ミスをしたときは恥ずかしくなりました。 

本番の日も出番まで、固まるほど緊張していました。いざ本番になってみて、とても

緊張して、間違えないかなと不安になりました。けれど、何もミスすることなく、きち

んと市長さんの前で発表することができ、市長さんからの答弁もきちんと聞けたので良

かったです。 

今回のことをこれからの生活や学習に生かして、最高学年として自覚をもって生活し

ていきます。 

 

 

青毛小学校 ６年 西咲 遼佑 

 

しーんと静まり返った議場に入った時、その雰囲気に僕も身のひきしまる思いでした。 

学校の教室での発表とは違い、市長さんや教育長さんなど日頃なかなかお会いするこ

とのない方々の前で、直接質問し、答えていただくという貴重な機会をいただいたこと

はとてもありがたいことだと思いました。 

僕の「久喜市から小学校に配られるお金について」の質問に対して、教育長さんが年

間一人あたり１０万円以上であると答えてくださいました。思っていた金額より多く、

僕のクラスだけでも３００万円以上ものお金がかかっていることになります。本当に驚

きました。 

これからは、そのようにたくさんのお金をかけていただいていることへの感謝の気持

ちを忘れず、学習にしっかり取り組んでいこうと思います。 

僕は、将来どんな職業に就きたいか、まだ決めていません。しかしどんな仕事でも人



- 58 - 

前で話しをしたり、意見を発表したりする場面があると思います。 

それがどんなに大きな場であっても、子ども議会を思い出し、自信をもって自分の考

えを伝えたいと思います。 

このような貴重な機会をつくっていただき本当にありがとうございました。 

 

 

久喜北小学校 ６年 神作 陽太 

 

僕は、久喜市子ども議会に参加して、貴重な経験をすることができました。 

あのような大きな場所で自分の意見を言うことは初めてで、とても緊張しました。し

かし、今までの練習を生かして大きな声ではっきりと質問することができました。 

  議会では、全員の子ども議員の質問に、市長さんや教育長さんが一つひとつていねい

に答えてくださり、とても嬉しかったです。 

今回の僕たちの意見で久喜市がまたさらに住み良いまちになるといいなと思います。 

 今回の議会の内容を学校のみんなに伝え、久喜市がさらに良くなるために僕たちがで

きることを見つけて、学校でも取り組んでいこうと思います。 

また、今回の経験を自信にして、授業などで堂々と意見が言えるようにしていきたい

です。 

  今回はこのような機会をいただき、ありがとうございました。 

 

 

小林小学校 ６年 浦山 遥 

 

私は子ども議会での質問を考えるとき、おじいちゃんに相談しました。 

おじいちゃんの話を聞きながら私は、菖蒲ＰＡにスマートＩＣを作ることを提案しよ

うと考えました。 

私は家族で出かけるときに圏央道を使うことがあります。菖蒲ＰＡができると聞いて

「やったぁ、ここからすぐに乗れる」と思いました。しかし、家族に話を聞くとスマー

トＩＣがないので菖蒲ＰＡから乗ることができないと知りました。 

そこで、よりスムーズに圏央道を行き来できるようになれば良いと思い、提案しまし

た。 

声に強弱をつけたり、点や丸に気をつけて読んだり、本番の前日まで何度も練習を続

けました。当日、あっという間に順番が来て、とても緊張しましたが一生懸命に質問し
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ました。 

終わった後に母が「あんなに堂々としている姿をしていて驚いたし、安心した」と言

ってくれました。担任の先生からも「今までの中で一番よかったよ」と言ってもらい、

とても嬉しかったです。 

他の子ども議員の質問を聞きながら、自分の意見をみんなに伝えたいという気持ちが

伝わってきました。 

これからも、私が住んでいる久喜市がより良くなるために身の回りのことに目を向け、

いろいろなことを頑張りたいです。 

 

 

栢間小学校 ６年 飯塚 春 

 

子ども議会が始まる前、「しっかりと発表できるか」「きちんと礼ができるか」など、

とても不安な気持ちでした。けれども、子ども議会が始まり、他の学校の人の発表を聞

いていると、発言内容が興味のあることが多く、あまり緊張せず聞いたり、話したりす

ることができました。 

みんなの前で自分の考えを発表し、みんなが真剣に考えて答えてくれたりアドバイス

をしてくれたりしたことは、良い経験になりました。しかも、久喜市の市長さんが答え

てくださったので、久喜市のことがくわしく分かりました。 

私は、５年生のときに学習した「かやま環境宣言」のことを話しました。 

栢間小学校のみんなも久喜市全体に栢間地区の環境を守るための取組を広めること

ができて喜んでくれています。 

家に帰り、家族に他の子ども議員の意見を言うと、「その提案いいね」「こういうこと

が久喜市で実現してほしいね」など、話が盛り上がりました。 

私は今回の子ども議会に参加してとても良い経験ができました。みんなで協力し合い、

久喜市がさらに住みやすいまちになっていくと嬉しいです。 

 

 

栗橋西小学校 ６年 小森 寛大 

 

僕は、この夏休みに子ども議会に参加しました。 

栗橋西小学校の代表なので不安もありました。リハーサルの時に初めて議場に入りま

した。僕は、ここで「本番をやるんだ」と思い緊張が高まりました。 
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  議会当日、校長先生と担任の先生が来てくれました。僕は、とても嬉しく心強かった

です。 

僕の番がきて名前を呼ばれ大きな声で「はい」と返事をしました。演壇に着き少し緊

張してしまいましたが、大きな声ではっきりと通告書を読み上げることができました。 

その後に市長さんが、わかりやすくていねいに答弁をしてくれました。子どもの意見

にも真剣に向き合ってくれたので、とても嬉しかったです。 

  議員という特別な立場を体験させていただき本当にありがとうございました。 

この子ども議会で学んだことをいろいろなところに生かしていきたいです。 

 

 

栗橋小学校 ６年 添田 実優 

 

子ども議会の参加は私にとってチャレンジであり、大きく成長できるチャンスとなり

ました。 

日ごろから将来の自分につながるようなことに積極的に取り組んでいこうと思いな

がら生活をしています。今回このような機会をいただき、嬉しかったです。 

話合いは学級会とは違う感覚でした。初めて顔を合わせたメンバーでこれからの久喜

市についての話や普段感じている疑問点や問題点について意見を出し合う雰囲気は、社

会の一員になったような不思議な感覚でした。 

また、実際に議会に参加されている方々からのお話を聞くことができ、久喜市の取組

が良く分かりました。 

リハーサルでは緊張や不安もありましたが、当日は伝えたいことを落ち着いて話せた

と思います。メモをとりながら話を聞くのは大変でしたが、なかなか経験できないこと

だったので、終わった後は改めてやってよかったなと思いました。 

中学生になり、このような機会があったら、また挑戦してみたいです。 

 

 

桜田小学校 ６年 酒井 應輔 

 

僕は、子ども議会を体験して、いろいろなことを学びました。 

議会はテレビでしか見たことがないけれど、実際に行ってみると、とても緊張しまし

た。 

  僕が一番心に残っているのは、市長に質問をしたことです。あともう少しで自分の番
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が回ってくると思うと、ドキドキして歯がガチガチしてしまいました。 

でも、自分の番が来て、他の子ども議員の前に立ったとき、不安や怖さなどではなく、

自分ならできる、今まで練習してきたんだ、という気持ちが出てきました。 

発表しているときは、一呼吸おいて発表していたかな、ゆっくりだったかな、速かっ

たかな、と思ったけれど、発表したあとは、気持ちがスッキリしました。お母さんやお

父さんにほめられて嬉しかったです。 

市長や教育長、シティプロモーション課のみなさん、子ども議会という貴重な体験を

させていただき、ありがとうございました。 

 

 

砂原小学校 ６年 松本 珠蘭 

 

私は、「子ども議会」に興味があり、ぜひ参加してみたいと思っていました。 

市議会議場に初めて入ったときは、とても緊張しました。第１回目の打ち合わせと議

場でのリハーサルのときは、議場が想像以上に本格的なので本当にびっくりしました。 

質問をするため、自分の席から演壇へ向かうときに動く方向や礼の仕方などがきちん

と決まっていて、ちゃんと覚えられるかと思うと、緊張がさらに増しました。 

本番当日は、最初はあまり緊張していなかったのですが、時間がたつにつれて、徐々

に緊張が増し、私の順番がまわってきた時は、心臓がバクバク動いているのが分かりま

した。でも、学校の代表として頑張らないといけないと思い、私は、「青毛堀川のとこ

ろに信号機をつけてほしい」というお願いをしっかりと発表しました。 

私の質問に、市長さんは分かりやすく答えてくださいました。市長さんの答弁が終わ

った時は、ほっとしました。 

最後に、市長さんや教育長さんと写真を撮りました。 

この「子ども議会」では、貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。 

 

 

東鷲宮小学校 ６年 扇谷 花江 

 

子ども議会では副議長という大役を仰せつかりとても緊張しましたが、無事に進行す

ることができ、議会事務局の皆様をはじめ、いろいろとご指導いただいた皆様に感謝し

ております。 

これまで私は、議会というものには興味関心がなく、久喜市 HP の市議会コーナーや



- 62 - 

市議会だよりに目を通したこともありませんでした。 

そんな中、学校で子ども議員の募集がありました。自分が本当にできるか不安もあり

ましたが、私は立候補しました。選ばれたときはとても嬉しかったです。 

７月の説明会で本物の議場を見せていただいたときには、とても感激しました。 

家では副議長としての役目を果たせるように、進行の練習を何度もおこないました。 

本番では、副議長として議長席に座ったときには、議場全体が見渡せることで身が引

き締まる想いでした。そして、何より田中市長さんが私の質問に答えてくださったこと

は、一生の宝となる忘れられない思い出になりました。 

貴重な経験をさせていただき本当にありがとうございました。 

 

 

久喜南中学校 ３年 渡部 那奈香 

 

私は今回、子ども議会に参加して多くの貴重な経験をさせていただきました。その中

でも特に強く感じたことは、自分の住んでいる久喜市についてさまざまな角度から考え

ることの大切さです。 

私は、久喜市に住み始めてから十年以上になりますが、議会中の様々な質問に対する

答えを聞いて、知らないことがたくさんあることに気が付きました。 

未来の久喜市を担う一人の市民として、これからも久喜市のことを知り、より暮らし

やすい久喜市について考えなければならないと思いました。 

今後は、地域の行事に参加したり、久喜市のホームページを見たりして、久喜市、そ

して社会に貢献できるようにしていきたいと思います。 

  私は今回子ども議会に参加して、改めて久喜市について考える良いきっかけとするこ

とができました。 

この議会に参加できたことに感謝して、今後に生かしていきたいです。 

 

 

太東中学校 ３年 根本 真琴 

 

子ども議会という大変有意義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。 

選挙権が１８歳に引き下げられた中、私たちが久喜市でより良い暮らしをするために

行われている取組などに、さらに関心を持つことができました。 
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まもなく全線開通する圏央道による地域活性化やオオタカの棲む栢間地区の豊かな

自然の保全など、幅広い視野での質問があり久喜市の魅力を再確認する機会になりまし

た。 

太東中学校では、今年度から久喜市最初のコミュニティ・スクールが始動しました。

地域の人たちと環境整備などのボランティア体験や自然体験をとおして、深いつながり

を築き上げる取組を始めています。 

学校と地域が今後も強く結びついていくことで、人との触れ合いが生まれ、活気あふ

れるものになると期待しています。 

今後も久喜市の発展に向けて、一人ひとりができることを進んで行い、私たちのより

良い未来のためにみんなで協力していきたいと思います。 

 

 

菖蒲南中学校 ３年 長谷川 広海 

 

私は、人生で二度もないであろう議会の体験で、たくさんのことを学ばせていただき

ました。 

その中でも特に二つのことが、とても印象に残りました。 

  一つ目は、議長の体験です。私は、今回議長をつとめさせていただきました。議会自

体が初めての経験でしたが、さらに議事を進行していくという、大変責任ある役目を務

めることは貴重な体験でした。 

  二つ目は、久喜市をより良くしていくための取組です。私は今回の体験をとおして、

議会で行われていることに初めて触れることができました。 

私たちの知らないところでこのような真剣な話し合いが行われていることは、しっか

りと知っておかなければならないと思いました。 

  今回の子ども議会という経験から、もっと自分の故郷に関心をもっていきたいと思い

ました。 

そして、これからは久喜市により多く貢献できるようにしていきたいです。 

 

 

栗橋西中学校 ３年 田部 啓太 

 

今回、子ども議員の一人として議場に入り、たくさんのことを学ぶことができました。 

僕たちの質問に対して、市長さんや教育長さんがとても分かりやすく答弁してくださ
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り、久喜市の課題について理解ができました。 

  自分だけでなく、他の議員の質問も聞いて、久喜市のＰＲにつながる質問や、環境・

安全など久喜市をさらに良くしようという想いが伝わってきました。 

  僕が質問した「久喜での液状化対策工事」についても、多くの金額がかかっているこ

とや、国に援助してもらっていることなど詳しく知ることができました。 

  また、議会閉会後の会見では、市長さん、教育長さん、市議会議長さんと記念撮影を

し、忘れられない良い思い出となりました。 

  今回の経験を生かし、さらに久喜市が発展するために、これからのまちづくりを担う

僕たちに何ができるのかを考えていきたいです。 

 

 

鷲宮東中学校 ３年 石塚 駿一 

 

久喜市子ども議会に、議員として参加しました。 

質問に対して、市長が丁寧に、先のことまで話してくださり、ありがたく思いました。 

緊張しましたが、堂々と自分の意見を発表することができました。より良いまちにし

ていくには、自分たちに何ができるのか、何をすべきなのかを考える必要があるという

ことを改めて思いました。 

  また、あまり知らなかった市政や議会のことを少し知ることができました。 

市長さんと話す時間はとても貴重でした。他の子ども議員の質問も、久喜市をより良

くするためのものでした。すべての要望を実現することは難しいけれど、それを成し遂

げるには久喜市の人が協力をし、努力することが必要だと思います。 

最初は久喜市から最終的には埼玉県全体が今よりもさらに良くなってほしいです。 

  今回、このような体験をさせていただいた関係者の皆様に感謝の気持ちを忘れず、こ

れからの学校生活に生かしていきたいと思います。 




