
1

いろんな力
集まれ!

新人中高生リーダー お誘い･応援メッセージ集 2006

♪茶柱 中3 兵庫県神戸市 ☆あだ名・執筆時の学年・居住地

もしかして、「今年、または来年は受験生だから……」っていうのを理

由に応募するかどうか悩んでない？確かにリーダーになるまでもなってから

も研修があるし、来年の夏休みが今までよりも忙しくなるのは当たり前。

それでも「リーダーになりたい！」って思うんなら応募するべきやで。やり

たいこと（アルプスのリーダー）とやるべきこと（勉強など）を両立する

のは難しいけれど、どちらも最終的には自分のためになるし、どちらに対

しても本物のやる気が出てきて、自然に両立できるはず。俺は今中３やけど、リーダーになっ

たせいで勉強できてないなんてことはもちろんない。大好きなバスケだってうまくなるために週

１で練習してる。もちろんリーダーとしての能力をあげることにも常に気を配っている。それにリー

ダーになってから大きく成長して、学校のみんなより一歩先に進んでるなって感じることもある。

リーダーになることは絶対プラスになる！みんなと同じ受験生の俺が言ってんねんから大丈夫

や。みんなとアルプスを一緒につくり、成長し合えることを楽しみにしています。

♪カノン 中3 大阪府枚方市

私は子どもで参加していた時、源平合戦がとても嫌いでした。でも、リー

ダーになって積極的に立ち向かおうと思っただけで、ちゃんと参加していると

感じられ、ゲームがとても楽しいものになりました。これは余談ですが、学校

の体育の評価が半分近く変わりました。自分でもびっくりです。体力もついた

みたいで信じられませんでした。そんなミラクルを起こすリーダーになれてホ

ントよかったと思いました。
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♪山吹 中3 千葉県市川市

私は、中学２年生の時、夏の子ども会のせせらぎ村に子どもとして一度だ

け参加しました。研修生の時はとまどったり、悩んだり、落ち込んだり、後悔

したりしました。けど、たくさんの人に助けてもらい乗り越えることができまし

た。今の私は人と関わり合い、向き合い、楽しく活動しています。もう後悔

なんてありません。子どもの時の経験が少なくても大丈夫です！一歩踏み出し

ていろいろ学んでみませんか？学校では学べない大きなものが見つかりますよ。

♪しめじ 中2 愛知県名古屋市

とにかく多くの人と仲良くなれます。一緒に活動していくリーダーはもちろ

ん、夏の現場では、本当に多くの子と話したり遊んだりできます。視野が

広がる分、楽しみも広がると言うのかな？何度も来たことのあるアルプスが

新鮮に感じられます。この子どもの時とは違った｢楽しさ｣とにかく中高生リー

ダーをしてて損はないっ!!と言い切れます。さあ、迷っているそこのあなた、

心配は無用。人間やればどうにでもなります。できないこと､苦手なことは

あって当然。いろいろなことに挑戦して充実した日々を送ってみては？春の学校で逢いましょう。

♪たんこぶ 中3 大阪府八尾市

入ってみないと分からないこともたくさんあります。だから、アルプスが好き

で続けたいと思っている人はもちろんのこと、迷っている人も入ってみるべし!!

勉強（受験）のことを心配する必要は全くないです。勉強時間は本当にほっと

んど削られないし、こつこつとやっていれば、ある程度勉強はできるものであっ

て、両立はできます。逆にアルプスを息抜きと考えるくらいでいいと思います。

♪つくし 高3 岐阜県本巣郡

私は高校２年生でリーダーデビューし、今年２年目。リーダーになる前の春の学校

や、リーダーになったばかりの頃は、頭でわかっていても行動に移せなかったし、あ

れもできない、これもできないと思っていた。今でもできないこと、苦手なことはある

けれど、自分から一歩進めるようになったし、できることも少しは増えたと思う。ちょっ

とずつだけど、自分が大きくなっているのがわかる。成長できる場があり、成長させてくれる

仲間がいることを本当にうれしく思う。リーダーになってよかった。この２年間、アルプスの楽

しさを感じるたびに、「もっと早くリーダーになればよかったなぁ」と思う。今、リーダーにな

ろうとしているみんな。ちょっとでも興味があったら、私は一歩進んでみた方がいい。せっかく

のチャンスだから。また次の機会に……なんてもったいないよ!!早く始めた方が、よりいろいろ

な人に出会えるし、アルプスに関われる時間も長くなるし、いろんなことを経験できる。それ

に子どもの時の気持ちや経験を鮮明に覚えていることは、リーダーをやっていくのに役にたつ。

部活とか勉強とか大変かも知れないけど「為せば成る」。私は高校３年間ハンドボールを続け、

受験生である今年の夏も二組参加することができた。やりたいと思っているなら今やるべきだ。
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♪ラッコ 高3 京都府京都市

私は今高３です。今年の夏は２つの組に参加しました。え、高３なのに？

受験で大変じゃないの？と思った人はいるでしょう。正直大変ですが、参加

して本当によかったと思っています。自分のできることも増えたし、仲間も

増えました。何より子どもたちと遊んで、笑って、すごく楽しい時間を過ご

せました。家に帰ってからは、アルプスに行っていた分、勉強しよう！と思っ

てがんばれました。高３でもがんばれば少しの時間はつくれます。受験だ

しなぁとか思っている人も、自分のがんばり次第で両立できます。

♪シカ 中3 愛知県名古屋市

私が子どもとしてアルプスに参加したのは２回だけ。冬と春のスキーのみ

だった。リーダーになった時はすごく不安だらけだった。だけど、いろんな

リーダーと接し、アルプスに参加するうちに、参加が少なく、しかも夏をまっ

たく知らない私が夏の楽しさを知り、夏が大好きになれた。「経験が少ない

から私には無理。」「できるわけない！」なんて思わないで。みんなが支えて

くれるし、深くアルプスを知ることができるから大丈夫だよ!!分からないことは

いっぱい相談すれば分かるようになるし、できるようになるから。自分が変わるチャンスだよ！

♪フォルテ 中2 岐阜県各務原市

僕は中２でリーダーになってよかったと思います。中２ということは、参加し

ている子と歳がほとんど変わりません。ということは、それだけ子どもの気持

ちがわかると思うし、一緒になって楽しめる!!と僕は思います。それに、歳が

近いからか子どもからたくさん話しかけてくれます。メチャクチャうれしいです。

これは実際にリーダーとしてやってみないとまずわからない！もう一つ。これは

自分のことだけど、今までは「何かに対して深く考えて自分の意見を持つ」ということがあまり

出来ていなかったけど、リーダーになってからはちょっとしたことにも「自分の意見」がもてる

ようになりました。リーダーやってみるといろいろな発見があってすごく楽しい。

♪ろうそく 高1 福井県遠敷郡

僕は中学１年のときに初めてせせらぎ村７組に参加して、ただ面白そうという

好奇心と、７組でのテンションが冷め切らないまま、リーダーに応募した。その

選択は、間違っていなかった。はじめは、子どものほうが良く知っている。次

に何があるかとか、トイレはどこだとか、源平って何かとか……。でも、そん

な事は全く気にならなかった。誰でも初めから完璧にできないし、いつになっ

ても完璧はない。ベテランも新人も、中高生も子どもも、みんな同じ。子どものときに何回行っ

たかなんて、関係ないと思う。トイレの場所だって、聞けば教えてくれる。落ち込んでいると

きもアドバイスをくれる、気づかないミスでもしかってくれる、そんな仲間がたくさんいる。そし

て一緒に遊び、楽しむ、そんな仲間がたくさんいる。その輪がもっと広がるといいね。
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♪アリエル 中3 千葉県千葉市

中学に入って、学校の中でもすごく練習量の多い部活に入りました。

毎年出ている全国大会へ出場するため、部活を休むことはできません。

個人競技ならともかく団体競技なので、一人でも休むとみんなにとても

迷惑をかけてしまいます。だから、両立できるか不安になってアルプス

を辞めようかとも思いました。でも大変だけど、アルプスによって自分が

得られるものはすごい多いので続けています。「２つもやるのは中途半端

になりそうだから」といってどちらかを諦めてしまうのはすごくもったいない。一生懸命打ち込

んでいればそれが両立だと言われたことがあります。本当にそのとおり！悩んでも一緒に考えて

くれたり、相談にのってくれたりするリーダーがアルプスにはたくさんいます。これからリーダー

になるためにいろいろ大変だと思うけど、がんばってリーダーになってください。

♪しめじ 中3 愛知県名古屋市

僕は中学３年生、受験生ですが、今年の夏は３つの組で計１４泊しました。

そのほかも、ほとんど部活に費やしました。研修も、今のところは全部出席

してます。打ち上げも行きました。まだ結果が出ていないのでどうこう言え

る身ではありませんが、「これくらい適当な奴ができるんだから、僕・私だっ

て！」と思って、応募してくれれば嬉しいです。それでは、春の学校・研修・

現場・行事なんかで会える事を楽しみにしています！

♪おでん 高3 大阪府大阪市

私は中学校と高校の６年間、水泳部に所属していました。部活は

夏休みはもちろん、１年中ほとんど休みはありません。アルプスも参

加する期間以外にも研修や自分の中での準備に日にちが必要です。

これだけを見ると、「両方を続けるのは無理なのでは？」と思う人も

いると思います。でも、私は続けてきました。確かに両方を続けるの

は大変だったし、部活かアルプスのどちらかをやめようと思ったことも

ありました。それでも今まで続けてこれたのは、両立をしてアルプスに参加した時に子どもの

笑顔を見たり、子どもが「楽しかった」と言うのを聞いた時、アルプスを続けてよかったと思え

たし、また、部活でも試合で良い結果が出た時、部活を続けてよかったと思えたというのが大

きな理由です。つまり両立ができれば、楽しさや嬉しさを他の人の２倍味わえます!!

♪バンプ 高1 静岡県浜松市

リーダーになって大きく変わるコトって言ったら人と人の結び目になれるコ

ト、みんなをまきこめること。なによりそれがよかったって思ったしこれからも

もっとたくさんの人と人を結びたい!!やりがいから次への励みに繋がるし、本

当に良いことだらけだよ。それで仲良くなった人たちの笑顔がみれる。いろ

んな人の笑顔を作れるのがリーダーになって一番の幸せだよ。
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♪コアラ 高2 沖縄県那覇市

私は沖縄から海を越えて参加しています。リーダーをやると決めた時

に受験もあり、交通費などのお金の問題もあり親の反対が大きかったけ

れど、とにかくアルプスが大好きで、今まで会ったようなリーダーになり

たいという熱い気持ちがあった。みんなとの距離が遠い分会えなかったり、

研修にも参加できなかったりして不安にもなり寂しくなることもある。しか

し同じように悩んだり笑ったりできる仲間ができた。リーダーになりたいと

いう熱い気持ちがあるなら、遠くてもやれるよ。一緒にやろう！

♪インコ 高2 神奈川県海老名市

普通の中学生じゃちょっと体験できないようなことをアルプスはやらせてく

れました。おかげでとても充実した中学時代を送れました。ここで得ること

ができたものは私を成長させてくれた、私の財産です。中学生からリーダー

をやっていくのは大変だったけれど、その分高校生や大学生から始めたリー

ダーに比べてたくさん色々なことを経験することができるし、長くアルプスに

居ることもできて得したなと最近思うようになりました。

♪しっぽ 高2 滋賀県東近江市

私は、小学３年生からアルプスに参加していますが、冬・春の子

ども会のスキーキャンプにしか行ったことがありません。夏の子ども

会には一度も参加したことがなくて、今年リーダーとして初めて夏

の子ども会に参加しました。研修で言われることも知らないことば

かりだし、本当に不安でいっぱいでした。参加中に、困ったことは

いっぱいあったけど、その時にはちゃんと他のリーダーが気にかけ

てアドバイスしてくれました。時には子どもたちが私を助けてくれま

した。だから、子どもの時に参加経験が少ないからって、リーダーになるのを躊躇することは

ないです。わからなければ聞けばいいし、リーダーになったら子どもの時の参加経験なんて

関係なくなります。逆に新しい発見がたくさんあるかもよ！？

♪カット 中3 京都府京都市

子どもが「アルプス楽しかった」と言ってくれる時が、リーダーやってて

最高の瞬間。自分もすごく嬉しいし、アルプスが前よりもっと楽しくなる、

好きになる。もちろん、つまずく時だってある。けど、いつも一緒にリーダー

をやってる仲間がいて、自分を認めてもらえる場がある。励ましあって活動

し、意見をぶつけあって人間的に成長することができる。こうして書きなが

ら、心底思うのは、リーダーをやってて本当によかったということ。最初は

緊張するし、不安にもなる。でも、自分にとって絶対にプラスになる活動が、ここにある。早く

に始めれば、それだけたくさんの子どもと、仲間と、関われる。
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な ぜ 君 が 必 要 な の か
♪たんこぶ 高2 大阪府八尾市

私はリーダー３年目、バレー部所属の高校２年です。もちろんアルプスには

部活と両立している私みたいな中高生は多数います。クラブしながらだと、どっ

ちかが中途半端になるんじゃないかと悩む人もいますが、私は状況によって優

先順位を決めてきました。両立するっていうのは、自分がその時に勉強・部活・

アルプスその他をいかに一生懸命やるかなんだと思います。全部を完璧にすることじゃないん

です。完璧にしようとすると非常に精神的にも肉体的にもやられます。だから、時には妥協も

必要であって、選択を強いられるときは何かを我慢することも必要です。私は今、高２最後の

部活なんで全面的に部活を優先してます。親の理解はもちろん必要ですが、最後は自分の気

持ち。周りを気にせず、今は自分の気持ちを大事にして自分のしたいことをやってみて下さい。

♪スカッシュ 中3 千葉県習志野市

君は、「中学２年生だからリーダーなんて心配だし……」と思って、応募する

かどうか迷ってはいない？確かにリーダーになるまでの課程は大変で忙しい。で

も、辛いこと以上に楽しいことや、嬉しいことがあるんだ。僕は中２からリーダー

をやっていて、子どもの時には体験できなかった楽しみが、中３・高１よりも早く

感じることができた。アルプスで覚えた技を子ども達に教えたり見せたりも早いう

ちからできるんだ。早く始めた方が、もっといろんな人と出会えて、アルプスに関わる時間も

長くなったりといいことばかり！ 勉強受験は心配しなくても大丈夫。アルプスの行事で勉強出来

なくなってしまうことはない。同じ受験生が言ってるから大丈夫だよ。春の学校で待ってます。

♪ちーかま 高2 東京都練馬区

応募したのは、大好きなアルプスにかかわっていたい、何かに一生懸命に

なってみたい、そんな理由。高校で陸上部に入り、今や私の生活に欠かせな

い、一生懸命になれる大切なものを見つけました。より上の大会を目指し、毎

日練習し、土日も記録会などでつぶれる日々。行事にはほとんど出ず、前年

より参加できない夏。中途半端になっていると感じ、辞めたほうがいいのかもって思ったことも

ありました。けれど、アルプスの仲間は、悩んでいる私に、それでもいいって、一生懸命にな

れるものが2つもあるなんて幸せだって言ってくれました。部活とアルプス、どっちも真剣で両

立はすごく大変だと思います。アルプスに割ける時間が少なくて、不安もいっぱい。でも、本

気なら、絶対やれる！！アルプスにかかわる時間が少なくても、忙しくても、気持ちがあれば大

丈夫です！私も今は時間をやりくりして、できるだけ多くの行事に参加しています。中高生だか

ら、勉強もしなくてはいけない、やりたいこともたくさんある。でも、忙しさの分だけ、ここに

は得られるものがたくさんあります。それも、ありすぎるほど☆勇気を出して挑戦してください！！

途中で迷ったら、そのときにはもう、一緒に迷ってくれる仲間がいるはず。
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わ か る 場 所 へ お い で よ
♪引き出し 高1 徳島県徳島市

「楽しいってことは楽じゃないんよ」僕がすごく大事にしている言葉。僕

は四国は徳島なんて中途半端な田舎に生まれ育った。いつもアルプスの行

事に参加する度に、会う人会う人、僕の顔を見ては「あらっ、遠くからごく

ろうさま」って口にする。僕には人一倍、両親の存在とか、お金だとか、

時間だとか、いろんな面倒がついてまわるけど、それでもリーダーは楽し

いから続けてる。大切なことのためにがんばる、がんばれるってきっといいことだよ。お互い

を大切だと思い合える仲間がいてくれるってきっといいことだよ。ホームシックの子を寝かしつ

けた後、自分がホームシックになって泣いた夜。春学で仲間の肩をかりて大泣きした時、徳島

に帰る高速バスの中、僕が大事にしている言葉。「楽しいってことは楽じゃないんよ」

♪じゃんけん 高1 京都府京都市

最近、日常とアルプスとの壁が薄くなったように思う。子どもの時は『ア

ルプスは楽しいけど学校とか日常はおもんないしどうでもいい』って思って

た。でもリーダーになってからは、ただ楽しむだけでもいい立場から、自

分でその場を盛り上げたり、変えていくということを求められるようになって、

学校とか日常に対する考え方も変わった。『おもんなかったら自分でおもろく

したらええやん』って思えるようになって、そしたらおもんなかった学校も日常も変わってきた。

今はアルプス、生徒会、バイト、勉強とめっちゃ忙しいけど全部自分がやりたいと思って選ん

だ事やから全然苦じゃない。むしろめっちゃ充実した日々。自分から進んでこんなにいろんな

事に挑戦するなんて初めてだ。ちょっと勇気を出して、リーダーになろうと思った事がこんなに

自分を変えてくれるなんて本当に驚き。リーダーになって良かったって思えるのは、アルプス

の仲間や出会ってきた子ども達のお陰だ。アルプスが好きで自分をもっと成長させたいってい

う気持ちがあれば大丈夫。

♪つがる 中3 東京都三鷹市

私は今年、デビューを果たしました。生活習慣を正して、母の猛反対を打

ち負かし、万歳！中３ながらも二組も行きました。「受験生だからやーめよ」な

んて思ってはダメ。やりたいことと、やらなければならないことの両立…今、

この力を養うには絶好のチャンスだよ。与えられたチャンスを楽しむためにどこ

かで頑張る、これはリーダーになっていく上で通り過ぎることができない課題です。こんな風

に書いていると、「そんなに両立って厳しいの？」と思うかもしれませんが、大丈夫。リーダー

になると、傍には励まし合える仲間、励ましてくれる仲間が格段に増えるよ。それに、夏に色

々な人と出会うと、体中にエネルギーが溜まる！これを持ち帰ると、勉強、それ以外のことも全

力で取り組めます。毎日、メリハリのある生活はおもしろい。だからリーダーはおもしろい。
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♪バット 高3 東京都東村山市

僕にとってのアルプスとは、いろんな人と出会うことができる場所です。

子どもと会うことができるのはもちろんのこと、同年代だけではなく、大学

生や、前にリーダーをやっていた人たちとも会う機会が増えました。子ども

たちはキラキラの笑顔を見せてくれます。子どもたちの笑顔を引き出すため

にはたくさん考えなければいけないことがありますが、子どもの笑顔はそん

なことを忘れさせてくれるような力を持っています。同じ年のリーダーたち

は学校の友達とは一味違った親友だし、年上の人たちはたくさんすごさを持っています。年下

の人から年上の人まで、いろんな人の良さに出会わせてくれる、そんなアルプスが好きです。

♪ぷりちょ 高1 東京都西東京市

私は今年高校1年で中高生リーダーになりアルプス子ども会に関

わっています。初めは不安ばかりで「ちゃんとやらなきゃ」という

言葉ばかり追いかけ、一人で解決しようとしていました。でも、こ

のアルプスには何でも話せる多くの仲間がいます。そして多くの人

とつながり合える事が嬉しい！！何よりも楽しさを実感できたのは今

年の夏、子ども達の笑顔をいっぱい見れた事。子ども達から得る

ものはとてつもなく大きい！だから今リーダーやろうかなぁって思っ

ている人がいるなら、その気持ちを大事にしてほしいです☆自分自

身も変わると思います。このチャンスをきっかけにぜひ！

♪ルーペ 高3 愛知県豊川市

ぼくは、中学二年から中高生リーダーをやっている、高校三年の受験

生です。みなさんの中には、「リーダーやりたいけど、勉強しないといけ

ないからなぁ。」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか？たしかにリー

ダーをやれば、その分勉強にまわす時間は少なくなります。しかしリー

ダーをやっていると、必ずしも受験に不利というわけではありません。例

えば、リーダーは文章を書く機会が多いので書く力がつきます。入試の

小論文は、レポートを書いていればとても楽です。また、ぼくは、国語

の模擬試験の現代文で、常に8割から9割とれるようになりました。これもリーダーで読み書き

の能力が上がったから。リーダーをやりたいと思っているあなた、受験の心配なんていりませ

ん。きっと後には、受験勉強よりもっと大きなものが残りますよ。

あなたからの応募を待っています

© 新人中高生リーダーお誘い･応援メッセージ集 2006 いろんな力集まれ!


