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この言葉をよく耳に入れておきなさい
校長 夏見隆晴
私が大学生の時、お世話になった神父様のお一人が、
「教師としてのイエス・キリスト」と
いう主題で教えてくださった事がありました。当時、外国語学部を卒業して、同じ大学の文学
部に再入学して教師を目指す学生は、珍しい存在だったのでしょう。それで、特別に気にかけ
てくださり、先生が中心になって出しておられた雑誌編集の手伝いもさせていただいておりま
した。カトリックの洗礼を受けて未だ日の浅い私を、信者として鍛えてくださった神父様先生
とでもお呼びすれば良いのでしょうか。
イエス・キリストは、弟子たちに教える時に、
「この言葉を良く耳に入れておきなさい」
と注意しながら教えておられたと、聖書は伝えております。わたしも、現場で教えている時に
は、良くこの表現を使っていましたので、聖書を読みながらこの語句に出会うと、思わず嬉し
くなります。自分を始め多くの人が、教えを聴くための良い耳を持っていないのかなどと、空
想してしまいます。自分でも、可笑しいことです。
何時頃からでしょうか、コミュニケーションというカタカナ言葉を、よく耳にし目にします。
勿論、それは私達にとって大切な事だからです。私たちの誰もが、自分の話を聴いてもらいた
い、そして理解してもらいたいと望んでいます。しかしこの事は、そう簡単に出来る事ではな
いので、多くの識者が本で論じたり話したりしているので、自然と私達にとっても、普通の言
葉として記憶に残っているのでしょう。
人に話を聴いてもらいたいと望む者は、自分の方でも相手の話を聴くための良い耳を持つ必
要があります。そのために必要とされることの第一は、相手の話を最後まで聴くこと、途中で
人の話を遮らないという事だと言われています。考えてみれば、わたし自身このことで良く失
敗しています。若い人たちからも、いろいろ教えられることが多いのだと知りながらですから、
情けないことです。
人と話をしている時、相手が耳を傾けて聴いてくれていると気づいたときなど、自分の方で
も、思わず力が入ったという経験をした事がありませんか。本当の会話とは、このような状況
で、なされたものを言うのでしょう。
「聴く耳を持つ」という言葉もあります。人からこのよ
うな評価をうける事が出来れば、その様な人間は相当に出来た人として、評価されていると考
えても良いでしょう。
イエス・キリスト様の訪問を受けたマルタとマリア姉妹の話をおもいだしてみましょう。言
葉を聴くために、もてなす事も忘れてイエス様の話に聴き入ったマリアをたしなめて欲しいと
願ったマリアに返したイエス様のお言葉です。
「マリアは善い方を選んだ」との評価で赦され
ているのです。ここは、黙想するに相応しいみ言葉です。

「人生ておもしろい」
保健体育科 高校野球部顧問 岸本幸彦
私の年齢(内緒)になると一通りの人生(友人/知人/私自身)の成功例・失敗例を経験している。
やはり学生時代真面目に努力して成績のいい生徒はそれなりに良い職場家庭を築き上げてい
る。しかし長い人生の中では色々な社会情勢(バブル↑↓・リーマンショック等)により意に反
して予想もしていなかった人生を送っている友人知人身内もたくさんいる。
大学時代の硬式野球部のキャプテンで体力と筋の通った行動力でみんなを引っ張ってきた
男が早く死んだ。ショックだった。同じ大学の野球部で練習参加も少なく駅前のパチンコに入
りびたり、卒業追認試験を何回か受けて 1 人で卒業式をした友人がなんと現在は兵庫県のベテ
ラン市議会議員でがんばっている。先月大阪で同期会がありその友人(議員)に意地悪な質問を
した。
「大学時代のパチンコの経験は議員として役に立っているか？」彼は真顔で 30 分間大学
卒業後の超苦労話をした。(彼は 30 歳で働きながら夜間大学で学びやり直した。)
彼は関西人らしくこう言った。
「パチンコと議員どちらも出ないと始まらへん(出球と出馬をかけた)」 (笑い)
他に 2 時間テレビドラマのような知人もいる。宝くじが大当たりして速攻他県へ引っ越した。
(その後連絡なし元気なのか？)
又、高校野球部のエースはプロ野球ドラフト 2 位で巨人軍に華やかに入団した。しかしながら
2 軍暮らしが長く、現在は運送業界でがんばっている。
高校のある友人は自営店舗を立ち退き補償金と同時に親から財産相続して大金を手にした。
(以後疎遠になった)その友人から 20 年ぶりに連絡があり居酒屋で再会して酒を酌み交わし、彼
のその後の壮絶な人生話を聞き、夜遅くまで旧交を温めた。今は両親の位牌と当時老舗だった
看板を大切に持ち小さなアパートで 1 人暮らしている。
又、笑い話のような人生を送っている友人もいる。私と同じ中学の A 君は B 君を金銭等、恐
喝していた。B 君(恐喝されていた側)は現在大繁盛している居酒屋のオーナーになり、がんば
っている。
B 君の下で店を切り盛りして一生懸命働いているのは A 君(恐喝していた側)である。
不思議である。
新年おめでとうございます。
以上、友人達の人生を語りましたが、私(岸本)の人生は言うと只今「私の人生 2 回目の好機」
が到来しております。正月早々私のバカなお話にお付き合いくださりありがとうございました。
やはり歌の歌詞の通り「人生楽ありゃ苦もあるさ」
「人生山あり谷あり」
「アブク銭は災いのも
と」長い人生で冒険する時期、コツコツ真面目にする時期をしっかりと判断できれば、人生は
65 点ぐらいが心地よい。無理せずがんばりましょう
今年は年号も変わりますが皆様の益々の幸せが飛び込んできますように願っております。
(全職員でカトリック沖縄学園の益々の発展元年にしましょう。)

1 月の行事
1 月 7 日(月) 生徒集会 授業開始
高 1～3 K パック
8 日(火) 高 2～3 K パック
9 日(水) 職員会議 完全下校 16 時 20 分
12 日(土) 家庭学習日
前期入試
15 日(火) 高 1 進研総合学力テスト
高 2 進研総合記述
18 日(金) 漢字検定(放課後)
19 日(土) 総合 PUP➇ 学校見学会➄
センター試験１日目
20 日(日) センター試験２日目
21 日(月) 高 3 センター試験 自己採点
21 日(月)～25 日(金) 高 2 修学旅行
23 日(水) 小 5 高 1 交流会
26 日(土) 英検 中 1～高 1
30 日(水) 生徒会選挙(15:45～16:55 実施、その後、清掃・終礼)

あけましておめでとうございます

生徒の頑張り
★ぎのわんの文化財図画作品展
金賞
中1
鶴田光優
銅賞
中1
深水宥登
中2
伊佐美希
中2
屋比久まい
入賞
中1
倉橋美帆
池原亜莉沙
渡久地大夢
当山聖哉
中2
乾夢子
リバース姫華
中3
仲宗根卯尚

タイトル「大謝名メーヌカー」
タイトル「大謝名メーヌカー」
タイトル「森の川」
タイトル「大謝名メーヌカー」
長嶺善也
前田七聖梨美樹
大田結弥
ラザフォード クリスティー 雛子
山城鳳翔
シンクレア フィオナ
橋本マニス美愛
榮宥貴子
仲西のの

★沖縄県高等学校文化連盟主催 第 34 回高等学校書道展
優良賞 高 1
伊敷琉羽
奨励賞 高 1
崎浜凜々子
外間玲美
★平成 30 年度 JA 共済全国小・中学生書道地区コンクール
半紙の部
優秀賞 中 3
比嘉このみ
優良賞 中 2
平良悠
佳作
中1
山川りえ
条幅の部
優秀賞 中 3
比嘉このみ
佳作
中2
平良悠
★沖縄県人権作文コンテスト
沖縄県人権擁護委員協議会会長賞 中 3 吉川宗志
★第 7 回ハイビスカスカップ 小中学生ゴルフ in 伊江島大会 ゴルフ
中学女子の部
優勝
中3
髙里由貴子
★第 70 回沖縄県民体育大会
トランポリン競技
中学男子
体操競技
高校男子

第2 位
第1 位

中2
高2

中山盛榎
中田海斗

★赤い羽根共同募金活動に関する報告
2018 年 12 月 21 日金曜日の生徒集会で社会福祉協議会への贈呈式を行いました。

募金合計額 73,828 円
本紙面にて報告いたします。皆様のご協力ありがとうございました。

