
今回は、おいそがしい中、市議会の見学をさせてくださりありがとうございました。市議会の会

場を１しゅん見させてもらった時、会場がとても広くて、初めて見て、初めて感じた気持ちになり、

「とても、すごい」と思いました。そして、最初話をしている言葉が分かるか、心配でした。でも、

話を聞いている内にだんだん少しずつ少しでも分かることができました。また、ぼくたちからとっ

てとってもうれしい話もあって、とてもうれしかったです。ほかにも、みなさんがずっと笑顔でい

てくださってとてもまた、みなさまの背中がとってもかっこよかったです。今回は、ごめいわくを

おかけしたと思いましたが、おいそがしい中、本当にありがとうございました。   竪山 源騎 

 

 

 

 

 

 

 12 月 11 日に市議会をぼうちょうさせていただいてありがとうございました。とても勉強になり

ました。議会とうというのが、小学校のすぐ近くの市役所の３階にあるということがはじめて分か

りました。今回ぼうちょうさせていただいたのは、個人質問でした。一つ目の質問は、ＴＰＰ問題

についてでした。ＴＰＰはニュースで見たりしていました。それで今後農業にどんな影響をあたえ

るのかがよくわかりました。ＴＰＰ問題にはあまり興味がわかなかったけど、これからどうなるの

かが少し心配になってきました。二つ目の質問は水俣病問題についてでした。水俣病の人がどんな

に苦しんだのかが分かりました。そして、今後どうしていくべきなのかを考えられました。三つ目

の質問は、子どもたちの教室にストーブをでした。私は納得したりなんのためにストーブがあるの

かが分かりました。今回ぼうちょうさせてもらって、議員の人の一生けんめいさや、いろいろなこ

とが分かり、勉強になりました。ありがとうございました。            森田 菜月 

 

 

 

 

 

 

 ぼくは、金よう日の市会ぎいんのはなしあいをみてすごいと思いました。なぜなら、１つのもん

だいに１じかんもかけてするからです。ぼくはしつもんのないようをしっかりきいていました。で

もほんのちょっとだけ、はなしをきいていなかったところがあったので、そこをだれかにきいてい

きたいです。ぼくは、クラスの中から、このような場所に立つ人がいたら、すごくすごいと思いま

す。と中で、ともだちとしゃべってしまったので、つぎ、もしこのようなことがあったらしっかり

はなしをきこうと、とっても思いました。さいごに、ぼくたちをこのような場所にさそってくださ

ってありがとうございます。                          安藤 寿心 

 

 



 12 月 11 日、金曜日、私は市役所で行われる市議会の様子を見学しに、市役所にうかがいました。

こんなすごい体験、私は初めてだったので、わくわくとした気持ちがいっぱいでした。その一方、

とてもきんちょうした気持ちもあります。初めてということもあり、中に入る前から「どんなもの

なのだろう」と思い、とても興味を持ちながら中に入り、始まると同時にさらに気を引きしめまし

た。市議会では、私達が見たことがないほどに、みなさん真剣な顔で討論されていました。さらに

その内容の中には、私たちにも実際に関係する学校にストーブやヒーターを置くかどうかというの

もありました。まだ、水俣病問題もまだ解決していなくて、今もまだ苦しみ続けている人がいると

いうことが分かりました。このように私たちの知らないことがたくさんあるので、もっとたくさん

の事に目を向けていきたいです。                      大榎田 亜美 

 

 

 

 

 

 

 この前の市議会見学にいって学んだことは、市議会ていうのはこのようにやるんだなということ

が分かりました。とくに気に入った人は、議員さんでした。まず、最初にＴＰＰ問題などのことを

質問していました。議員さんたちは、このようにして質問しているんだということが分かりました。

このような話をしているうちに、ちょっと分からなくなったところもありました。このようなこと

から、ぼくは、知えをしぼって答えを出していかなければならないということを大切にしたいです。

このようなことをしないと答えは分からないということが分かりました。その後のことをみていた

ら、議長さんも気に入りました。なぜかというと、議員の全員の姿が見えて、何をいましているか

などを全てよみ取れているからです。市議会見学のときはありがとうございました。 池松 柊馬  

 

 

 

 

 

 

ぼくは、市議会見に行った時に、ただただ、思った事は、大人はすごいなぁと改めて尊敬する気

持ちが生まれました。それは、なぜかというと、市長に、何度も質問している人がいました。しか

し、その質問に対して、市長は、しっかりとみんなが納得するような事をいっていて、すごく「大

人なんだな」と思いました。大人しかいませんが、「すごく大人らしい大人」がいました。なので、

すごくほこらしく、改めて尊敬する事ができました。なので、伊佐市は、あの人のおかげで、こん

な風に平和にくらせているという、市長への感しゃの気持ちをもちながら、これからも一生けん命

学校生活を送っていきたいです。                       前之園 士京 

 

 



市役所に行って、「市議会」の見学をしました。話し合いを見ていて思ったことは、質問をされた

ら、答える人が、すぐに答えていて、しかも「はい」や「いいえ」などの短くて簡単な返事じゃな

く、文章がきちんと作られていて、長い文章だったので、びっくりしました。普だん学校や学級で

している話し合いでは、質問をされてから、１分２分ぐらいたたないと返事をできないので、すぐ

に出来るのは、とてもすごいと思います。ぼくは、普だんの話し合い活動では、少しでも質問に対

してすぐに答えることができるように努力したり、それで、良い意見を出して、きちんとした理由

が言えるようになりたいです。                        上玉利 栄希 

 

 

 

 

 

 

わたしは、市議会とは、どこでどのような話をしているのだろうと思いました。すると、わたし

たちが聞いた話は、ＴＯＯ問題や水俣病、そしてストーブを学校に置くかという話でした。どれも

わたしたちに関係のある話で、市議会とは、市に住む人たちの代表となって話をするところなのだ

と思いました。ＴＰＰ問題は社会の勉強とつながるし、水俣病問題も５年生のときなどに勉強した

ので、関係のないことだと思っても、とても関係のあることで少しおどろきました。学校にストー

ブをという話は、とても関係があることだったので興味深い話でした。勉強のしやすい環境の話な

どがあり、勉強になりました。今回は、わたしたちに市議会見学をさせてもらい本当にありがとう

ございました。とても勉強になりよかったです。ありがとうございました。     東端 遥花 

 12 月 11 日金曜日は、私たちに議員さんたちが、話し合いをしているところを見せて下さって、

ありがとうございました。私が議員さんたちの話を聞いて学んだことは、議員さんたちはみんな、

私たちが暮らす世の中をよくするために、話し合いをして下さっているのかなと思いました。また、

その中でも一番私が心に残った話し合いは、水俣病についてのことでした。市民の中には、水俣病

と認定されずに苦しんでいる人が数多くいて、その人たちが、治療が受けられるようにした方がい

いんじゃないかという意見は市議会のみなさま方は苦しんでいる人たちを助けようとするやさしい

心があるんだなと思いました。また、１回目に話し合ったＴＰＰ問題のことについては、国民の食

と安全をやはり考えているんだなと思いました。12 月 11 日は、私たちにいろいろなことを教えて

いただきありがとうございました。                       大石 栞那 

 

 

 

 

 

 

 

 



 私は最初「市議会」と聞いた時何をするのかなと思いました。そして、先生に話を聞いてみると、

税に関する事や市に関する事を話し合う所と教えてくれました。そして、私は、この前税に関する

授業をしたのを思い出しました。私は、今日の市議会でＴＰＰの事や水俣病の事、ストーブの事を

聞いていて、１時間で話せるというのはすごいなと思いました。私が、話をしていると、だんだん

ずれていって別の話になってしまいます。なので私は、あまり話をする仕事は向いていないなと思

いました。今日学んだことは、話し合いの時の姿勢や話し合いの時の姿勢や話し合いの仕方につい

て学びました。なぜかというと、私たち６年２組は、話し合いをすることが多いからです。私がも

し、司会になったら議長さんのように、もし、質問や発表する人になったら、議員さんや市長さん

のようにしていきたいなと思いました。おいそがしい中、お話をする言葉を簡単にしたりなど、大

変な時に、見学が出来て、とても色々な事が、参考になりました。本当にありがとうございました。  

山下 綾菜 

 

 

 

 

 

 わたしは、市議会の見学をしてみて、友達と話をしたりしたら注意されるということを初めて知

りました。そして、一人が質問したり伊佐市長が意見を述べたり、教育長が意見を述べ合う。そし

て、それに対する人がそれに対する意見、そして理由を述べたりする時間は、１人１時間なんだと

いうことを見学して初めて知り、この２つはとてもいいけいけんになりました。わたしたちが見学

した日は、たまたま議員さんでしたが、わたしは議員さんの意見を聞いていたら、ＴＰＰのことや、

水俣病のこと、そして小学校、中学校のへやにストーブをという話し合いをしていました。議員さ

んが山坂達者の話をしていた時は、寒い日にストーブをしたらあまり頭に勉強が入らないし、むし

ろ、人数の多いクラスでは、みんな一人一人の空気がこもってあまり寒くないという話し合いをし

ていていいと思いました。とても大切な日に見学させてもらいありがとうございました。﨑山 咲 

 

 

 

 

 

 

 市議会委員のみなさん先日は、ありがとうございました。ふつうに忘れられない体験だったので

すがあとからぼくたちのためにしゃべる言葉を簡単にしてくださっていたということ聞いて、考え

るとわざわざやってくださったというのは、とてもすばらしい気づかいですごいなと思います。そ

して世界レベルのＴＰＰという問題もこんな市という区分で話し合いがされるということをしると、

とてもおどろきです。なのでＴＰＰも、小さな小学校にストーブをおくかどうかという問題も、市

議会にとってはどんな問題も解決しなければいけない一つの問題なんだということが分かりました。 

山口 寛泰朗 



 金曜日、話し合っている所を見せてもらいありがとうございました。僕はあの、ぼうちょうせき

にすわって話を聞いていて、気づいたことがあります。それは、最初難しい言葉だったけどあとか

ら僕たちのために分かりやすい言葉で話して下さいました。そのおかげで話しが分かりやすく覚え

やすくてよかったです。香子さんの確かめた努力がすてきだと思いました。金曜日どうもありがと

うございました。                               金子 遥音 

 

 

 

 

 

 私は、市議会にはじめて行きました。私は、知らなかった言葉などがたくさん分かったのでうれ

しかったです。私がはじめてしった言葉はＴＰＰという言葉です。私は最初ＴＰＰという言葉を見

て、この言葉はどういう意味なのかなと思いましたが、市議会見学で少し分かりました。少しでも

知れたのは説明の仕方が上手だったからじゃないかと思います。ありがとうございました。これか

らも市議会に行くきかいがあると思います。その時はまた知らない言葉がでてくると思います。そ

の時には調べたり聞いたりしたいです。これからもたくさん市のために話合いをする事があると思

うのでがんばってください。市議会の見学をさせてくださってありがとうございました。私たちも

これから協力できる事があったら何でもして市を支えていけるようにがんばりたいと思いました。

本当にありがとうございました。これからもみんなでおうえんするのでがんばってください。市の

ことをこれからも守っていきたいと思います。                  德永 明凛 

 

 

 

 

 

 

 市議会を見学させていただきありがとうございました。見学してたくさんのことを学びました。

ぼくは、市議会を見たのは初めてで、写真で見たときから、とてもきん張していました。始まる前

は、少しザワザワしていたけれど始まってしん…となって自分たちも静かになりました。自分たち

が見ていたのは議員さんは、一つ目の質問のＴＰＰ問題で、わざわざＴＰＰの説明もしていただき

ありがとうございます。そして二つ目の水俣病問題についてのことを聞いていてとても苦労をして

いるんだなと思いました。三つ目の「子どもたちの教室にストーブを」という質問で、人のことを

考える人は、とてもいい人だと思いました。このようにいろいろなことに問題をかかえているのだ

なと思いました。本当に見学させていただきありがとうございました。        山内 頼 

 

 

 

 



ぼくは、市議会議員の見学をみて市議会はすごいとぼくは思いました。それは全部が子どもや社

会に関わりがあるということに気がつきました。ＴＰＰの問題は今社会でやっています。日本の農

業が被害を受けているということは初めてしりました。次は水俣病問題です。水俣病は手とか色々

なところがとけているみたいになる病気です。その水俣病は「魚から人に」ってなる病気です。水

俣病の人は差別を受けた人たちは、すごくかわいそうだとぼくは思いました。ぼくもたまには友達

と意見が合わなくなってしまって、けんかになってしまうことがあります。そのときはすごくかな

しかったです。市議会議員のみなさんありがとうございました。         久見瀬 蓮太 

 

 

 

 

 

 12 月 10 日は、貴重な時間を見学させていただきありがとうございます。私は最初、市議会って

何だろうと思いました。さらに、遠くまでバスで行って市議会を見学すると思ったら、市役所で見

学出来て、身近な所で市議会をしている事にとてもびっくりしました。テレビで観る事の出来ない

貴重な時間でした。すごく難しい、私には分からない言葉が使われていて理解があまりできません

でした。議員さんは決められた 60 分の間に質問したり意見をたくさん述べてすごいなと思いまし

た。議員さんは質問や意見を言われてもそれに対して答えていたのがすごかったです。本当に 12

月 10 日はありがとうございました。                     長谷部 歩実 

 

 

 

 

 

 12 月 10 日木曜日は、僕たちに市議会に参加させていただきありがとうございます。テレビでは

ふつうに思ってみているけど本場でみるとやはりすごく大変だということがわかりました。僕は話

を聞いていてもなにか全く分からないけど、学校に帰って先生から話を聞いたら、やっぱりいいこ

とばかり話合っていたりしていることもわかった。なんと最後は僕たちにメッセージの言葉もくれ

たので、本当に勉強になりました。最後にわかったことは、意見だけではなく、それにたいしての

わけや理由をのべていただいてわかりやすかった。もし、またこんなふうに市議会があったら、ま

た次みにいけるきかいがあったら、世界でおこなわれる議会に、大人になったら参加したい。今回

は貴重な体験をさせていただきありがとうございます。              福元 貴徳 

 

 

 

 

 

 



 今回は、市議会の様子を見させていただきありがとうございました。私は、初めて議会を間近に

見て、迫力があり、伊佐のいろいろな課題を解決するために、こんなに話し合うんだなと思いまし

た。そして、伊佐市の課題や問題について知れて、私達のできることがあれば協力したいと思いま

す。まずは、ぼ金活動に協力したり、学校のゴミ拾いをしてみたいなと思いました。最後に、もっ

と伊佐市の事を知って、地元をもっともっと好きになりたいと強く思いました。   溝口 優菜 

 

 

 

 

 

 12 月 10 日は、市議会中に見学させていただきました。ありがとうございます。市議会を見学さ

せてもらって、内容は難しかったけれど、こんなに伊佐市のためにたくさんの方々が市議会を通し

て考えを出し合っていることを知れて、とても良かったです。これからは、たくさんの方々が、私

たちの住む「伊佐」について考えていてくださるんだと心に思いながら、生活していこうと思いま

す。本当にありがとうございます。                      敷根 有莉 

 

 

 

 

今日は、市議会を見学させて下さり、ありがとうございました。今日、市議会で学んだことは、

しっかり、質問に合った答えを返すこと、議長を中心にしてしっかり質疑応答をすること、この 2

つを学びました。質疑応答を上から観覧すると、質問する方も、答える方も、「相手に伝えよう」と

する姿を観て「私もああいう風になりたいなあ」と思いました。それに答える方は、具体例をあげ

ていて、聞いている方もとても分かりやすく、この部分（具体例）をまねたいなあと思いました。

今日は本当に見学させて下さりありがとうございました。今後の人生や生活に今日学んだことが生

かせるようにしたいです。                            渡邊 輝 

 

 

 

 

 

今日はいそがしい中、わざわざ市議会を見学させていただいてありがとうございました。市議会

では、学校の教室にストーブをおくのかや、伊佐の人口をふやす方法などを話しあっていることを

知りました。しかも毎回 1 時間で、とても長いなあと思いました。もし、ぼくだったら 1 時間も話

あったりできません。とてもすごいと思います。なので、これからもがんばってください。 

田原 涼雅 

 

 



市議会に、おいそがしいなか僕たちをおよびしてくださり、本当にありがとうございました。僕

は、市議会を見るのは初めてなので、なんだかきんちょうしました。市議会を見るときのルールな

どをしることもできました。１時間議員さんたちがしんけんに話していてなんだか、かん動しまし

た。最後に議員さんが笑ったので、なんなのかなと思いました。後で先生が、なんで笑ったかおし

えてくれました。本当は市長が話す番なのに、ほかのえらい人に話をかえて、そんな特別なことを

してくださりありがとうございました。                     西窪 優輝 

 

 

 

 

 

 

市役所の方々、今日は市議会を見学させていただきありがとうございます。今回学んだ事は、良

く分からなかったけど、伊佐の人口の事や消防署の事など、色々な会議を学びました。また、この

大口小６年のために挨拶をしてくださったり、子供でも分かるような説明をしたりして、とても聞

きやすかったです。市長や教育長、議長、副市長、社会教育課長、水道課長、文化スポーツ課長、

議会係長、税務課長、企画政策課長、監査委員事務局長など沢山いるから凄くびっくりしました。

今後は、この話を聞いて分かった事、覚えた事を活かして、この伊佐市全体を支えて日本中、世界

中に広まってよりよい豊かな町にしていこうかなと思っています。今日は、忙しい中、この６年生

に市議会を傍聴させて頂き、本当にありがとうございました。            德永 空 

 

 

 

 

 

 

今日はお忙しい中大口小学校の六年生のために、分かりやすい内容や資料などを提供していただ

き本当にありがとうございました。僕は、あまり市議会について興味を持ちませんが実際に見たり

聞いたりするとみんなに分かりやすくたいへんすばらしいと思いました。最後ですが、わざわざ大

口小のために色々な事をしてもらったり最後に六年生のためにあいさつをしていただき、いい社会

見学ができました。本当にありがとうございました。いい見学や学習ができたので、これをいかし

たいと思います。                               一ノ宮 礼 

 

 

 

 

 

 



今日は市議会を見学させていただきありがとうございます。一生に一度かの体験ができたのでう

れしかったです。見学していて伊佐のためにずっと討論していて、伊佐をすごく大事にしてくれて

いると思いました。見てて自分もきんちょうしてしまいました。先生が言ってたんですけど議員さ

んがいきな事をしてくれたと言っていました。だから議員さんは優しい人だと思いました。これか

らは市議会で学んだ事を生かしていきたいです。今日は本当にありがとうございました。 

上村 貫太 

 

 

 

僕は市役所に行くのは初めてで、３階に市議会訪問に行かせてもらいました。市役所の中は、静

かでどんな場所でやるのかなと考えながら階段をのぼってました。中に入って見ると、とても静か

で、たくさんの議員の方とかがいました。質問とかをしている中で気付いたのが、とてもその場明

るいことに気付きました。市長の方が、質問に答えてる時、僕がまだ知らない言葉や分からない言

葉もあった中で分かる言葉がでてきました。それは数字でした。数字を聞いている中で、伊佐市の

事を話合ってくれてるんだなと思いました。僕たちの伊佐市を僕たちが作っていきたいです。あり

がとうございました。                             田畑 陽駆 

 

 

 

 

 

母も市議会の中など見たことがないと言っていたのでうれしかったです。話し合いも最初は、な

にを言っているのか分からなかったけど、２の「消防費負担金の今後のあり方について」から分か

ってきて、そして分かってきたらとても楽しく見学していました。そしておどろいたのが「水道課

長」「健康長寿課長」という人達がいたことがおどろきでした。あと議会係長と議会事務局職員は何

をしているのか気になります。もしよかったら教えてください。今日は、本当に楽しかったです。「子

ども達にストーブを」という会議が少しみてみたかったです。でも今日はありがとうございました。 

前田 奈月 

 

 

 

 今日はおおぜいのなかで話合いごくろうさまでした。ぼくは、お客さんがこれるんだと思いまし

た。一人１時間という持ち時間というのがあると初めてききました。今日は初めて体験がたくさん

ありました。いつもこのようなふうに話合いをするんだなあと思った。僕には、ずっと出来ないと

思います。少ない人数で、よく、伊佐市を、良い町にしているのが良く分かりました。僕は見てい

て、やっぱり、しっかりした人だなあと思いました。一度に１回だけの体験が味わえました。今日

は本当にありがとうございました。これからも伊佐をよろしくお願いします。    山下 渉気 

 



今日は、市議会に訪問するという大変貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。市長さ

んと議員さんとの質疑応答等を見て「いつもこんなふうにして、会議をしているんだな」と思いま

した。そして、最後に教育長さんからの貴重なお言葉も頂けることができたので、今日は、胸がい

っぱいいっぱいでした。本日は、とても貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。今日の

体験を今後にもしっかり活かしていきたいです。                 片平 郁瑠 

 

 

 

 

 

 今日、市議会を見れてとても勉強になりました。私は、初めてで、緊張していました。市議会が

始まって、質問をする人が出てきて人口の事や消防署の事やピザのトッピング、ボルダリングなど

のスポーツの事など話して、質問者の人に対して、市長が答えていました。私は、このように進め

ていくんだと分かり、１人の質問者の人は、１時間と決まっており市議会の色々な事が知れました。

沢山の議員の方々がいました。私が紙を見て一番気になったのは、12 月 11 日、金曜日の学校にス

トーブを置くのかという、質問がとても気になりました。でもクラスに１台ずつ置くと中学校、高

校にも置く事になり、お金がすごいかかる事が分かります。今日は市議会について知る事ができ、

とても楽しく勉強になりました。ありがとうございました。            竹内 萌音 

 

 

 

 

 

 

 今日は市議会を見せていただきありがとうございました。議員の方々でやる議会は、私たち小学

生のやる討論会とは全然ちがってびっくりしました。一人の質問時間が一時間もあり、その一時間

で自分の意見・質問をしっかり伝えていてすごいなと思いました。また、市議会は数日間にわたっ

てひらかれていることを知りました。長い時間をかけて伊佐市がよりよくなるために、いろんなこ

とを考えてくださってありがとうございます。市民が増えたり、観光客が増えるように観光地や遊

ぶ所、ボルダリング場などを設計する、その予算などあらゆることを計画なさっていて、これで伊

佐市が少しでも有名になるといいなと思いました。今日、市議会を見学に行って市議会のマナー・

ルールを学ぶことができました。今日は市議会を見学させていただいて本当にありがとうございま

した。                                    馬門 菜那 

 

 

 

 

 



 私は、学校で討論会をやったことがあります。その時は、市議会のみなさんのようにスムーズに

はできませんでした。でも、市議会のみなさんは、細かい所を言ったり、グラフについて言うと説

得力があり、仲間と意見を出してから言うのも一人だけの考えじゃなく、二人三人の考えを集めて

発表するのも説得力があったなあと思った。市議会には、いろいろな人がいるんだなあと思った。

まん中の議長さんはリーダー的役割をしていて、みんなをまとめる役割だと知った。だから、討論

会をまだまだよくできるんだと知った。まだまだよりよくできるんだなあと思った。本当に貴重な

市議会を見せて頂きありがとうございました。                 松井 優空 

 

 

 

 

 

 

 

 12 月 10 日は、市議会を見させていただきありがとうございました。私達もよく 6 年 1 組のみ

んなで話し合いをしたりします・でも、市議会みたいにすごい話し合いはした事はありません。今

日の事で学んだのは手を挙げてからきちんと発言をする事を学べました。私達が話し合いをする時

は、誰かが手を挙げずに勝手に発言したりするので今日みたいにすごい話し合いは出来ませんが、

少しでも今日の事を生かせる事が出来たらいいんじゃないかなあと思いました。市議会が見れて勉

強になりました。本当にありがとうございました。                 江口 穂 

 

 

 

 

 

 

 今日の市議会を見ていてびっくりしたのは、まず、１人が質問する時間が決められていたことが

びっくりしました。質問の内容も、私のあまり知らないことがたくさんありましたが、市長さんが

質問の答えを聞いていたらよく分かりました。羽月川の質問でも色々な場所でも、羽月川は流れて

いることも分かりました。これからはふだん通っている道で不思議な物を見つけた時はいろいろ考

えて、伊佐のことについて物知りになりたいです。今日はこんなめったにないものを見せてもらい、

本当にありがとうございました。                        中山 奈生 

 

 

 

 

 

 



今日は、おいそがしい中、市議会を見せていただきありがとうございました。私は、議員が地方

創生交付金事業計画や、消防費負担金のあり方についてを市長に質問したりしていて、こうやって

決められてるんだと思った。議員や市長が何回も質問や答えたりして、いろんな分からない言葉が

たくさんとびかったりして分からない所があったけど決めるには、しっかり話合いをして一つ一つ

を決めていくんだと知りました。これからは、ふれあいセンターでのマナーやルール、その他の場

所での過ごし方を気をつけていきたいと思った。本当に今日は、大事な市議会を見せていただき、

いろいろ学ぶことが自分なりにできたんじゃないかなと思った。本当にありがとうございました。 

大塚 美咲 

 

 

 

 

 

 

 今日は、市議会の会議の見学をさせて頂き、ありがとうございます。僕は、本当に貴重な体験を

させて頂きました。議員は、針持にいたときによく見て、よくあいさつをしてくださりました。僕

の事を覚えていてくれていれば、とても光栄です。自分が会議に出席しているわけではないのにな

ぜか僕も緊張してしまいます。こんな緊張感の中で会議をし、さらに大きな声で、発表、質問が出

来るのが、流石議員だなと感じました。今日は貴重な体験をさせて頂きありがとうございます。こ

れからは僕も、大きな声で発表をしようと思いました。              堂薗 拓海 

 

 

 

 

 

 

 

 今日は貴重なお時間お見学させていただき、ありがとうございました。議員さんたちは、国、県、

市のことを考えて働いていることを知り、改めて大変な仕事だということが分かりました。そして、

自分達が住んでいる伊佐市の市役所に議会があるということが分かりました。僕達が知らない間に、

県や市、市民のことを考えて、市民が豊かにすごせるかについて、決めたりしていたので、すごい

と思いました。発言のしかた、答えるときのルールなどを知ったので、学級会や話し合いなどで、

使えるようになりたいと思いました。今日は本当にありがとうございました。    田﨑 慶司 

 

 

 

 

 



 今回お仕事中にも関わらず、市議会を見学させてくださりありがとうございます。市をもっとよ

りよくするために、市の議員さんが集まって、何日かに分かれて討論をしていて、偉いと思った。

私達が聞いた議員さんの「地方創生交付金事業の計画策定について」そして、「消防費負担金の今後

のあり方について」この二つは、ちょっと私達には難しかったけど、伊佐市をもっとよりよくした

いと言う気持ちが伝わってきました。そして、終了まぎわには、教育長から私達に対するお言葉を

かけてくださって、市議会の仕組み、市に対する気持ち、主にこの 2 つを学ばせてくださりました。

今回は本当にありがとうございました。                      西 ユキ 

 

 

 

 

 

 

 市議会にお招きありがとうございました。まだ、学校にいる時はどうゆうのだろうとわくわくし

ました。実際に行って何人もの偉い人がいるのかと思いました。この伊佐市でおきたことをここで

どうするかというのも分かりました。自分は市議会はかんたんそうに見えても難しいと思い伊佐市

が豊かになっているのも、市議会のおかげで議員たちが「ああすればいい、こうすれば良いのでは」

とやっている姿がかっこよく私たちのお手本のような人たちでした。本当にありがとうございまし

た。                                     中野 叶斗 

 

 

 

 

 

 

 今日は、市議会を小学生の私達に見せて下さりありがとうございました。今日の市議会でＰＲは、

（ピザ・ライス）の事だと分かりました。そして、質疑応答の時のやり方や司会の進め方、話す時

には、演壇に立ち話すこと。そして、質問は全て市長さんが行うということなどがよく分かりまし

た。そして、会議は１時間というすごく長いけどそんなに長い時間、考えられることがさすがだな

あと思いました。他にも、「子ども達の教室にストーブを」や子宮頸がんワクチンについて」など気

になるものがたくさんあって、もっと聞いてみたい。と思ったけど時間のつごう上、無理でした。

でも、将来もう一度議会を見れたら、今度はしっかりメモをとりたいです。今日は、本当にありが

とうございました。                              吉満 日和 

 

 

 

 

 



 今日は、市議会を見学させてもらってありがとうございます。私たちはがしっている、伊佐農林

高校やそこのピザがまなどの言葉が出てきていて、１時間で議員さんが発言したり、答えたりして

いて、そんなにたくさん話をできてすごいと思いました。議員さんは消防署についても話していて、

その話には、大口署などが出てきていました。そして、議長さんが、いろいろな話を進めていて、

議会係長さんが、マイクのボタンをおしたり、タイムをはかったりする機械を操作しているのに気

づきました。この市議会で、市議会にでているみんなに役割があるという事を知りました。 

網屋 はつな 

 

 

 

 

 議会に私達をお呼びくださりありがとうございました。今回、議会で学んだことは、自分の意見

を言うとき、しっかり手を挙げたり、返事をしたり、とても大きな勉強になりました。その他にも、

議会に参加する時は５分～10 分位、早めに、席についておくことも、あらためて、自分の中で再確

認することができました。今日は、本当にありがとうございました。今回のこのけんを生かし、今

後の色々な活動で、今回のことを生かしていきたいと思います。          古田 萌華 

 

 

 

 

 12 月 10 日は、ありがとうございました。ぼくが資料を見ていると 12 月 11 日に開かれる話合

いに学校にストーブのせっちとありましたが、伊佐は、鹿児島の北海道とも言われとてもさむくな

るので、ぜひストーブをせっちしてほしいなと思います。そして、市長の方がおっしゃってた伊佐

にスポーツをふやすと言う意見があったんですが、ぼくはいいと思います。そして、もう一つ「ピ

ザ＆ライス」いいヒビキだと思います。今回は、ぼくたちのためにもいろいろお話をしてくださっ

てありがとうございました。                          岡田 理来 

 

 

 

 

 昨日は、市議会を見せてもらってありがとうございます。とても真けんに話し合っていてすごい

なあと思いました。伊佐市長がずっと答えつづけているのが、すごいなと思いました。ぼくには、

ずっと意見を言い続けることがあまりできないです。少しだけ、ぼくも大人になったら市議会をや

ってみたいなと思いました。ほんとうにありがとうございました。         丸田 愛輝 

 

 

 

 



 今日は市議会を生で見せていただきありがとうございます。ぼくは聞いていて意味が分からない

言葉もかなりでてきて、少し分からなかったけど、あまりこういうのを見たことがなかったので、

とてもいいけいけんになりました。ぼくは大口小とかの話をしているのかと思ったけど学校に帰っ

てから、大口小ではなく大口署、消防署の話をしていることが分かりました。あと、農林高校、ブ

タ、米、ピザ、ボルタリングなど、色々な言葉がでてきました。一つのしつ問に 60 分の時間をか

けて、話し合いをしていました。もらった紙を見ると、学校にストーブを置くかどうかということ

が書いてありました。こういうのをしんけんに考えるんだなあと思いました。今日はありがとうご

ざいました。                                  橋口 輝 

 

 

 

 

 

 今回は、市議会を見させてくださってありがとうございました。私は初めて見ました。それで、

１時間のやりとりがとても長くて、正確でした。私はあんなに話したことがないので、いい体験（見

本）になりました。これから、しょう来の夢がパティシエなので、ケーキなどの説明をしたり、会

話するのが多くなってくるので、たくさん話を友達といっしょにしたいです。市議会をしたみなさ

んは、じっと座るのがきつくないのですか。私は、あまり同じしせいで座るのはきついです。だか

らと言ってずっと立っておくのもきついです。でも、がまんしているみなさんは、すごいです。私

は、みなさんみたいに話しや座っているのが長くなりたいです。          髙橋 美有 

 

 

 

 

 

 

 今日は、みなさまの大切いそがしく、仕事中のお姿を見学させていただきありがとうございます。

ふだんあたりまえと思っていた事が、すべて議会のみなさまの話し合いから、できていたという事

を知りました。しかし、僕は、質問者がパッと言って答えるのかと思いました。でも現実は、１時

間に１人が２つほどの質問を市長にぶつける方法でした。そして、この１時間を持っていたのは、

議員さんでした。最後残り２分きった時に、みんなが大爆笑したのです。なぜなら、議員さんが僕

たちのために時間をとってくれたのです。ふつうなら、そんな事はないのですが、わざわざ教育長

が発表したのです。こんなとても貴重な体験ありがとうございました。これからは、ひまがあった

ら市議会を見に行きたいです。今回はほんとうにありがとうございました。でも、１つ質問があり

ます。市議会の人達の横の別室にいた人達は、だれですか。よかったら答えをおくってください。

ありがとうございました。                            苙口 昭 

 

 



 今日は学んだ事が三つありました。一つは、手をあげてから、発言するという事です。僕達も授

業中に、手をあげて発表するので、おなじだなあと思いました。二つ目は、見ている人達は私語を

つつしむという事です。僕達も授業中は、先生の話を聞くために、静かにするという所もおなじだ

なあと思った。三つ目は、質問する側と、答える側でいろいろなこれからの事について、日々がん

ばってくださっているという事と僕達の事を考えてくださっているという事を学びました。本当に

ありがとうございました。                           上石坂 錬 

 

 

 

 

 

 

 今日は私達に、市議会の様子を見させていただきありがとうございました。私は大人の人達が、

伊佐のことについて一生懸命に話し合っていることに、とても感動しました。私達も学校で学級活

動で話し合いをします。でも、市議会とは全然ちがっていて驚きました。市議会では、一人の持ち

時間が 60 分あって、その 60 分間を伊佐市のことについて沢山自分の意見や疑問を話していまし

た。伊佐市をとても豊かな町にしてくれていることに気づきました。初めて市議会を見ました。私

は今日の学習で伊佐のことを大切にしたいと思いました。今日は本当にありがとうございました。 

鶴田 咲羽 

 

 

 

 

 

 

 この前は、色々な大事な話をぼくたちにきかせてくださりありがとうございました。そしてＴＰ

Ｐの事で分かった事は、色々な所で貿易をしているという事がこの話合いで分かりました。次は水

俣病で、伊佐市にも、そういう人がいるときいて、ぼくは、なぜ、そういう病気になったかを思い

浮かべました。そしたら、海の魚が、きんを食べて、人間が、食べたから水俣病になったという事

が分かりました。そして、最後にヒーターをつける件で、ぼくは、ヒーターをつけた方がいいと思

いました。なぜかというと、ヒーターをつけたら暖かくなるので、勉強ができやすい温度だからで

す。最後に、今日、おいそがしい中ぼくたちのために、色々な話をきかせて下さってありがとうご

ざいました。                                 蓑田 将希 

 

 

 

 

 



 市議会の様子を見学させてもらいありがとうございました。あらためて、この市議会という会は

大切だなと思いました。理由は、議員の質問にありました。それは水俣病問題についてという質問

です。議員は「水俣病と認定されずに今でも苦しんでいる人がいるし、水俣病と認定されてほっと

安心する」といっていました。この問題は１人の力ではどうすることもできないし、他の人の意見

もでない。けれど、市議会があるから１人の不満を演壇で発表できるし、みんなと意見交換もでき

る。そして、答えがでる。とても凄い事だと私は思います。これからも伊佐市を守っていってくだ

さい。                                    大内 麻椰 

 

 

 

 

 

 私は議員の方々ってすごいなあと思いました。意見があると手を挙げて、自分の意見をずばっと

言う姿が印象的です。私が一番興味があったのは「子ども達の部屋にストーブを」です。私も学校

が暖かくなったらいいなと思っていたので、議員さんが質問して下さったところが見られたので、

嬉しかったです。少しの音でも、部屋にきん張感がはしるところには、あまり行ったことがなかっ

たので、すごくきん張しました。そして、大人の会話って難しいのかなと思っていたけど、意味が

理解できたので、ずっとあきないで、聞いておくことができました。先生から、「議員さんは、小学

生のために、言葉を分かりやすいように変えて下さったんですよ。」すごく嬉しかったです。ありが

とうございました。                              白坂 桃子 

 

 

 

 

 

 

 ぼくは、市議会は税金の使い道を決めるだけでなく、いろいろな問題の解決なども行っているの

は、初めて知りました。たとえば、ぼくたちが、勉強をしやすくなるために、教室にストーブをつ

けるかなど、勉強がしやすい環境をつくることもしてくれているんだなと思いました。しっかり、

ぼくたちのなやみも市議会では話し合ってくれるのは、うれしかったです。ぼくたちもそのきたい

に応えられるようにしっかり勉強しないといけないなと思いました。それに、ぼく自身でも、寒い

なと思ったことがたくさんあったので、しっかり分かってくれているんだなと思いました。そして、

今回は、市議会を、見学させていただきありがとうございました。         今吉 祐仁 

 

 

 

 

 



 市議会の皆さん 12 月 11 日は、話し合いの見学をしていただきありがとうございました。ぼく

は、見学に行くまで、どこでルールを決めているかがわかりませんでした。ぼくは、市議会の話し

合いを見に行くと聞いて、想像してみました。想像では、テレビでよくある、話し合いかと思いま

した。でも、いざ見てみると、ぜんぜんちがっていました。不思議に思ったのが、タイマーをセッ

トしていたので、なにかなと思ったら、そのタイマーが終わると話し合いも終わったので、すごい

と思いました。ぼくは、あまり長い時間話し合いや聞くのは、にがてです。でも、市議会見学をし

て、話し合いのすばらしさに気付くことができました。市議会見学ありがとうございました。                          

竹之内 尚 

 

 

 

 

 

 私は、12 月 11 日に市議会見学に行って私が思ったのが、いろいろな国のことを考えてやってい

るのをはじめてしったのですごくなんか楽しく、まだ見たいと私は思いました。そして、議員のＴ

ＰＰ問題、水俣病問題、子どもたちの教室にストーブの問題で、一番きになったのは、水俣病のこ

とが一番気になりました。今まで、苦しんでいる人がいるのは知っているけど、話を聞いてよかっ

たと、私は思いました。また、あるんだったらもう一回聞きたいと私は思いました。そして、この

話をいかして、これからもしょう来、大人になってがんばりたいと思います。これからも、きちん

としていきたいです。これからも、国、県、伊佐のことを考えてください。よろしくおねがいしま

す。                                     浦崎 沙椰 

 

 

 

 

 

 ぼくは、今日の市議会を見学して、ぼくはまず、議員さんが話した、水俣病問題についてという

ことで、前にならった、ハンセン病問題といっしょにならったことを思い出しました。その食べて

魚によってこんなにもなってしまって、とても自分がなったらかなしいし、人から「なにあれ～」

と言われたりしたら、とてもきずつくし、「ぼくなんて生きてるいみなんて・・・」と思います。周

りからの目がこわくなります。次に、子ども達の教室にストーブをということで、ぼくは、おかな

い方がいいと思います。なぜかというと、1 年生が走りまわって、ストーブにぶつかったらたいへ

んなことになるからです。ぼくも、今日の見学で少し議員さんみたいになりたくなりました。 

千知岩 音壬 

 

 

 

 



 金曜日の日は、市議をみせてくださってありがとうございました。難しいことがけっこうあった

けど、だいたいは理解できたのでよかったです。そして、あとから矢野先生が言っていたけど、前

日に難しい言葉をできるだけ簡単にしてくださっていたということを聞いたので、本当にありがと

うございました。そして、ぼくは、最初は、あまり気が進まなくて、きょう味をもっていなかった

けど、金曜日のいろいろな話題を聞いて、こんなことで、今問題になっているんだなどこういう意

味だったのかなといろいろなことが分かったので、とってもためになりました。なので、けっこう

いろいろな話題にきょう味をもちました。なのでこれからは、アニメだけではなく、たまには、ニ

ュースをつけて話題を知ってものしりになりたいです。そして、ちょっと議員になってみたいなあ

とも思いました。                              宮園 勇快 

 

 

 

 

 市議会見学をさせてもらってありがとうございました。こういうきかいは、もうないなと思うと、

あの日はほんとうによかったなと思いました。議員さんが、学校の教室にストーブをというところ

で、ぼくたちのために、ねっしんにはなしていたのを、ぼくが見て、すごいなと思いました。ほか

にも水俣病問題のことや、ＴＰＰ問題のことでも、いっしょうけんめい、ねっしんに話していたの

を見て、とても、こういうことをわだいにして、会ぎで話してくれていたのがすごいと思いました。

あと、全たいを見ていると、ぎいんさんがねていたり、うしろの人とおしゃべりしていたりしてた

ので、そういう人も中にはいるんだなと思いました。               西田 伸地 

 

 

 

 

 

 私は市議会で「ＴＰＰ問題、水俣病問題、子供達の教室にストーブを」という話をしていて私は、

一番「子供達の教室にストーブを」という議題に一番気になりました。私としては、ストーブを教

室にはいらないと思っています。とうゆのお金などもだれが払うのかや、そういうことや、その場

所に近い人が良くて、遠い人がかわいそう等や苦情等がきたりすると思うからです。大口南中学校

の保護者は、「子供達が学習しやすいように」とやり、ＰＴＡの予算で購入して、各教室に設置して

いたけれどもあまり良くないと思います。私は、ブレザー、セーター、長そでのシャツをきたり、

長いくつ下等の準備をして、でも寒いならば取り付けるべきだと思います。なので、準備をしてで

も寒いならば取り付けるべきだし、５度以下ならば、取り付けられるのなら取り付け、がまんをし

たら良いと思っています。                           藤井 恋白 

 

 

 

 



 

 私は、議員の方にとても感謝をしています。私たちのことを考えて市議会をしてくれたのでよか

ったです。みなさんの意見を人にぶつけて人のは反対意見を言ったり、自分の考えた意見を話し合

ってくれたので、とてもよかったです。あと、私が１番いい意見と思ったのは、「教室にストーブを

置く」と言うことです。私もどこの教室にストーブがあったらいいなと思いました。でも、ストー

ブの事故が起きなければいいです。私たちのために市議会の話し合いを私たちのために分かりやす

くしたり、聞きやすい、しゃべり方でした。みんなにも聞こえる声で、文章をゆっくりといってい

たので、とても分かりやすく周りがしずかだったので、聞きやすかったです。私たちのためにいろ

いろと、私たちのくらしのために話し合ってくれて、勉強にもいろいろなったし、そのいろいろな

ことがすべて、１日で学べました。                       加治木 凛 

 

 

 私は、水俣病問題について考えました。水俣病になりたくてなったわけではないのに、そのこと

で、差別される人がいるというのに県が認めたいのは、しっかり決めて、水俣病問題を解決しても

らいたいです。私は、水俣病問題については、水鉄をながした人が悪いと思います。水俣病問題は

とても大変な問題だと思います。そして、ストーブの問題は、寒い教室にいて勉強しているので、

学習環境を整えることは、大切だと思うので、私はストーブの件には賛成です。ＴＰＰ問題につい

ては、食品添加物・遺伝子組み換え・食品残留農薬などＴＰＰ問題には、いろいろなデメリットが

ついてきます。しかし、メリットもあります。いろいろ食の安心がなくなります。市議会見学は、

もう行くことはないと思うので、いい体験ができて、よかったです。        宮園 美咲 

 

 

 私は、今日の市議会を見学して、市議会では税金の使い方とか、お金に関する話をするだけだの

場だと思っていました。でも、「水俣病問題について」とか、「子どもたちの教室にストーブを」と

いうことを話し合っていたので、想像とちがっていて、びっくりしました。そして、話し合ってい

る内容にもびっくりしました。私は水俣病はいないんだと思っていました。でも、伊佐でも、11 人

いるときき、まだ苦しんでる人はいるんだなと思いました。特別調整交付金が認められていないか

らもらえないという話は、みんなが声を上げれば認めてもらえるのではないかと思います。次に、

教室にストーブを設置するかについては、私自身、ストーブがあるとありがたいです。体が寒いと

きはジャージを着たりできるけど、手が寒いときはどうにもできないので、そのままにして文字を

書こうとすると、字が書きにくくてやりにくいから、あった方がいいなと思いました。 

津田 空弥那 

 

 

 

 

 

 



 ぼくは、市議会のお話のことを聞いていて、大口小のぼくたちがくることが分かっていたので言

葉をちょっとだけやさしくした言葉で言ってくれたこともあったと思います。ちょっとでも言葉を

やさしくしてくれたことは、とてもうれしかったです。議員さんのお話をききましたけど、とても

しゃべっているときの姿がかっこよかったです。初めてみたときは、空気が外とちがってしずかす

ぎて、とてもなんでか心臓がばくばくして、その音もきこえそうなぐらい静かだなあと思いました。

ぼくたちはしゃべっていたりした人がいて、とてもうるさかったかもしれないけれど、気にしない

で進めてくれてありがとうございました。今度また、機会があれば、さそってみてください。 

山田 奏心 

 

 

 

 

 先月は、市議会の見学に行って、意見と意見をぶつかり合いながら１つ１つのことをやっていて

くれているんだなあと思いました。さらに、市議会の見学に行って、１回意見を述べてみたいとい

う気持ちになりました。自分の意見を言うことは、とても大切なことなので、これからも、学校の

話し合いときは、できるだけ、たくさんの意見を述べたいです。さらに、今、社会でならっていた

ＴＰＰのことを話し合っていたので、とても勉強になりました。私は社会がとても苦手です。なの

で、先月の、市議会の見学に行って、ＴＰＰのことがよく分かりました。私はたくさんの話を聞い

て、やっぱりすごく話し合いが上手だなあと思いました。そして、これからも１つ１つのことに集

中して取り組みたいと思います。さらに自分の意見を言えるようにしたいです。そして、授業中も

静かにするときはする、話し合うときは話し合うなどのけじめをつけて授業に取り組みたいです。

さらに聞く力をもっともっと、つけていきたいと思うので、たくさんのところで、はっきできるよ

うに努力していきたいです。先月は本当にありがとうございました。        北村 瑠菜 

 

 

 

 

 市議会見学のときは、ありがとうございました。お世話になりました。私は市議会の話し合いを

見学するのは、もちろん初めてだったので、いい経験になるだろうとわくわくしていました。私は

学級での話し合いのとき、みんなで意見を言い合って、多数決をとったりして、何かを決める形だ

ったから、それが当たり前だと思っていました。でも、市議会では、一人の人の意見・質問に対し

て、一人の人が答える形だったので、自分達のやり方が必ずみんなの当たり前ではないんだという

ことを知りました。市議会では、私達、市民のための話し合いでした。だれかのためになる話し合

いはいいなと思います。本当にいい経験になりました。ありがとうございました。 西屋敷 結衣 

 

 

 

 



 今日は市議会を見学させていただきありがとうございました。市議会では一人の時間が 60 分間

で、意見や質問をするときは、必ず手を挙げることが分かりました。また、意見を言う人、質問を

するときは必ず手を挙げることが分かりました。また、意見を言う人、質問する人だけでなく機械

の操作をしている人もいること、質問に答えるときのために、沢山の資料や情報が集められ、その

情報や資料をもとにして、質問にしっかりと答えていることが分かりました。伊佐市のことについ

て一生けん命話し合いが行われていました。市議会のことについて色々なことが知れました。今後

の学級での話し合いでは、必ず手を挙げて発言することや、情報を集めておくことができるといい

なと思いました。今日は本当にありがとうございました。             本髙 実優 


