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わたしはあなたがたを、みなしご にしてはおかない 
 

校長 夏見隆晴 
 
 

今月の言葉は、ヨハネによる福音書１４章１８節にあります。わたしはあなたがたを、みなしご 

にしてはおかない。あなたがたのところにもう一度戻ってくる、というものです。イエス・キリス

トによって招かれ、すべてを捨てて従っていた弟子たちは、師の十字架刑によって引き離され、自

分たちはみなしごとなったと考えていました。つまり弟子たちの心は、親を失ったものの悲しみと

同じ悲しみの内にあったのでしょう。そんな弟子たちへの、力強いそしてこれ以上は無い励ましの

言葉であったのです。 
イエス・キリストは、死の直前にご自身の御母であるマリア様をわたしたちの母としてください

ました。そしてご自身の復活を約束して、わたしたちに生きる勇気を与えてくださったのです。そ

のうえで、天におられる父のもとに昇って行かれました。それは、わたしたちを常にそばにいて守

ってくださる聖霊を送ってくださるためであったのです。カトリックの教えを基盤としている本校

では、以上のような流れをキリストの復活、聖母月の行事などを通して、人間のあり方や生き方を

共に学んでおります。 
近の日本の政治は、学校における道徳教育の必要性を強く訴えております。勿論、人間は社会

生活を営んでいるわけですから、その規範としての道徳は必要です。でも、それだけでは十分とい

うわけにはいきません。人間として存在している事実のなかに、宗教という考え方を持っていれば、

救われることも多々あります。先日、朝日新聞のコラム「折々のことば」の中に次のような言葉を

見つけました。「うまく生きる」ことには役立ちません（たぶん）。けれども「よく生きる」ために

は欠かせないものです（ぜったい）。大嶋義実という先生の音楽観ですが、宗教というケースでも使

える考え方です。 
わたしの両親は、わたしがカトリックの洗礼を受けたいと許しを願ったとき，賛成も反対も無く、

ただ黙って聞いてくれていただけでした、末っ子のわたしは、早くから両親の元を離れて東京の大

学に進学したいと願っていたので、もしかしたらイエス・キリストの保護のもとに、わたしを託し

てくれたのかもしれません。わたしが、みなしご のような生活ができるはずがないと考え、神様

に託してくれたのかと今は考えています。 
たしかに、わたしは「世の中をうまく」わたることができるような人間には、生まれついていな

かったようです。それでも、人から見れば平凡に見えるわたしの人生でも、長く生きているといろ

いろなことがありました。そんなとき、わたしたちの父なる神は、わたしが「よく生きる」ための

道を準備してくれておりました。その道とは、「わたしの子どもたちのために働きなさい」という導

きでした。「わたしはあなたがたを、みなしご にしてはおかない」という約束を、わたしのような

小さな者に対しても守ってくださったのです。 

                    

 

鳥瞰図 
金井 哲也 

 
 ごく稀にですが、雑談がある程度煮詰まってくると、「結局、理性って何なんですか？」というよ

うな質問に転がることがあります。その時に自分ができる答えの一つが、「日本にはある面白い美術

館があって、いつかそこに行ったらヒントになるかもしれないね。」というものです。 
 その美術館とは徳島の「大塚国際美術館」という所です。ご存知のかたもいらっしゃるかもしれ

ませんが、古今の西洋の主要絵画のレプリカをセラミックでつくり、１０００点以上展示している

所です。ただし質感は残念ながら所詮セラミック。もし実践的な技法の勉強のためならば、まだ写

真集の方をお勧めします。 
ではこの美術館をなぜ薦めるのか、理由は、「地域や経済性の制限なく」傑作ばかりを「歴史順に」

並べているからです。 
現代美術の代表として、例えばピカソの作品が挙げられます。多くの人が、これのどこがいいん

だ？ と思われます。一方で少なくない人が、作品自体は理解できないけれど、これだけ高く評価

されてるのだからきっと何かあるのだろう、とも思います。でも、じゃあ何、と問われたときには、

はっきりした答えはもてないのが普通ではないでしょうか。 
自分も以前そんな感じでした。それがその美術館で彼の展示、正確には前後の展示と連続したも

のとして見た時、拙いなりに理解しました。彼が何をしたかったのか。 
彼個人は突出した人でしたが、それでも人間という枠の中にいて、ある時代、ある文化、ある潮

流の中にいました。その潮流は、前後数十年のものではなく、文化の発生以来、そして今でも綿々

と続いているものです。ただ自分のような凡人がそれを理解するためには、１０００個のデータに

よる地図と、それを一瞥（実際には丸１日でしたが）で見渡すことのできる恵まれた視点が必要だ

ったのです。 
このような体験は、あらゆる分野で可能のはずです。人は日常的な理性と極端な理性の両方の間

で生きています。でも多くの場合に意識されるのは日常的理性です。極端な理性と関わりを持つの

は、「もう、そういう人」か、職業的な必要にかられてくらいかと思われがちですが、実は も多い

のは学校（授業）においてです。観光レベルだとしても、理性の頂上に立ったり、逆に崖の下を覗

き込むことも、意義のあることではないでしょうか。 
普通の人がその旅に出かけるためには、やっぱり地図がないと厳しいと思います。そしてその地図

を手にすることのできる も身近な場所が学校であってほしいと願うと同時に、そのためにできる

ことをしていきたいと思います。 
 

 
日・曜日 行事計画 

１日（月） 教育実習生受入（～６／２０）  
 ５日（金） 中頭地区中学総体（～６／７） 
 ９日（火） 平和ミサ（課題学習の時間） 
１０日（水） 職員会議 
１３日（土） 授業参観、学級懇談会、保護者主催講演会（１日登校） 
１５日（月） 振替休日（６／１３）              
１７日（水） 委員会活動② 
１９日（金） 漢検（放課後） 
２０日（土） 授業、数学検定（午後） 
２３日（火） 慰霊の日 平和学習 
２４日（水） 振替休日（６／２３） 
２７日（土） 合唱コンクール  14:00～保護者会ＡＥＤ講習会（中１） 



 

平和ミサの案内   
６月９日(火)１５時３０分より、カトリック真栄原教会にて平和ミサに与ります。今回は通常

の土曜日ではなく、火曜日となっております。特に出欠票などはありませんが、参加を希望される

保護者の方は、６月４日までにお子様を通して学級担任に一言お知らせください。駐車場は教会駐

車場を予定しています。もし変更の場合には、当日立て看板か教員の誘導によりご案内いたします。      
 
 

新期役員・委員のご紹介 
学校や生徒のためにお忙しい中時間を割いてご協力いただきました旧役員・委員の皆様、ありが

とうございました。また、新役員・委員の皆様これから宜しくお願いします。 
【役員】 

会長 ６年 伊佐 浩さん 

副会長 ３Ｂ・１Ｂ 奥平 哲史さん ３Ａ 松田 貴子さん 

書記 １Ｂ 長嶺 香織さん ６年 玉城 リサさん 

会計 ６年・２Ａ 桂 ゆかりさん ４年 仲本 弘子さん 

監査役 ５年・３Ｂ 謝花 由美子さん ６年・４年・２Ｂ 上地 達夫さん 

 

【学級委員】 

中１Ａ 後藤 也寸志さん  山城 聖子さん  ラザフォード 麻弥さん  

中１Ｂ 兼城 賢さん  上地 明子さん  宇座 パトリシアさん  高江洲 尚美さん 

中２Ａ 大山 眞理さん   中２Ｂ 山田 恵さん 

中３Ａ 奥谷 直美さん  比嘉  竜也さん  岡本 聖子さん 中３Ｂ 謝花 由美子さん 

高１  大城 利奈さん 

高２  新垣 矢代美さん  上江洲ジョアナかおるさん  上原 明子さん 

高３  池原 康代さん 

 
【広報委員】  広報委員長  中１Ａ  辺土 有紀さん  
中１Ａ 権 麻子さん    中１Ｂ 橋本 やよいさん 

中２Ａ 岡橋 香奈子さん  上原 玲子さん   

中３Ａ 儀間 さおりさん 

高１  永山 ひとみさん  ウィンフィールドひろみさん 

高２  外間 涼子さん  門井 美由紀さん 

高３  出口 まどかさん  大城 晃子さん  久高 恵美さん 

    
       《高校の部》                 

生徒会長  上江洲 まりの    （５年）    

副会長   知花 イザベル 真穂 （５年）   

会計    上 間   翔    （４年）   

書記    青 木 隆 統    （５年） 
 
 

 

《中体連中頭地区大会》 

        
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

派遣費補助ありがとうございます！ 

中体連、中文連、高体連、高文連主催の大会やコンクールで県３位以上の成績を収め、沖縄県

の代表として県外に派遣される場合、保護者会と学校より交通費及び宿泊費の一部を補助して

いただいております。今年度も地区中学総体や県高校総体が間もなく開催されますが、それぞ

れの力を十分発揮し、少しでも多くの代表権を勝ち獲ってくれるよう期待します。  

保護者の皆様方も応援の程、宜しくお願いします。 

軟式野球 ﾏｱﾄﾊﾞﾝｸﾞｻﾞﾄﾞｳｷｴﾙ 3A 

 砂川  陽仁 3A 

 奥谷  幹汰 3A 

 安里  聖人 3B 

 桂幸太郎 2A 

 清水達仁 2B 

 我謝直人 2B 

 宮平祐輔 1B 

 田場至恩 1B 

 長嶺義祐 1B 

 本田 香美良 3B  

高山 七海 3B バドミントン 

矢幡 世里菜 3A 

當山 礼恵アン 3B 

山内 彩加 2B 

松島 果南 2B 

赤嶺 佳菜美 2B 

阿部 茜 2A 

渡久地 未来 2B 

 

奥平 南蘭 3B 

髙良 陽一 3B 男子バスケ 

仲本 政亜 3B 

 植木 友基 3B 

 蔵前 拓真 2A 

 茶谷 琉太 2B 

 宮城 ﾏｲｹﾙﾍﾞﾝｼﾞ 2A 

 比嘉 和馬 2A 

 島袋 海 ﾋﾞﾝｾﾝﾄ 2B 

 松川 豪利 2B 

 太田 雄貴 2B 

町田 龍一 1A 

後藤 大空 1A 

 

喜納 武蔵 1A 

器械体操 中田 海斗 2A 

《中学の部》 

    

副会長   外 間   光    （３年）  

会計    平 川 真生乃    （３年）  

書記    渡名喜 ち み    （２年） 


