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親親親親にににに対対対対してしてしてして優優優優しくなりましたかしくなりましたかしくなりましたかしくなりましたか    

 

校長校長校長校長    夏見隆晴夏見隆晴夏見隆晴夏見隆晴    

 

 

中学生になって、または高校生になって、最近お子さんを叱ったことがありますか。反対に褒め

たことがありますか。叱るにしろ褒めるにしろ、どちらも親にとっては難しい行為になってきた、

あるいは今も親の困難な仕事として継続しているのではないでしょうか。勿論このことは個人差も

大きいのでしょうが、一般的に言えることは、未だ親や兄姉との確執は卒業の段階には至っていな

いと言えるかもしれません。今回は「子供を叱る」ということを中心に、子供たちとの付き合い方

について考えてみましょう。 

「最近子供を叱ることの出来ない親が増えてきた」という言葉を耳にすることが多くなってきま

した。これはどういうことでしょうか。実は、かくいうわたし自身、あまり我が子を叱ったという

記憶がないのです。また親からも叱られたという記憶はあまりないので、昔から叱られてばかりい

たという親子の在り方は、あまり一般的ではなかったのかもしれません。あるいは、いつの時代も

親が子を叱るということは、よほどの場合でないと敢えてしなかったのでしょうか。子供を叱ると

いうことは、本当に難しいことです。 

現実は、当然のことながら子供たちは優しい時もあり、時に荒れているなと思わせられることも

あります。そんな時に親はどうすればよいかが解らないので、黙ってもう少し待ってみるかという

ことになるのではないでしょうか。このような親の態度を、わたしは悪いとは思いません。なぜな

ら、親によって常日頃から愛情を注がれて育った子供たちの場合、自分が悪い事をしたときには、

すでに反省を自己の内でしていることもあり、それを頭ごなしに怒ったりすると返って反発して見

せることにもなりかねません。 

「勉強をして欲しい」という子供に対する親の思いは、今の時代、子供が高等学校を卒業するま

では消し去ることができません。そのため、親の目から見て我が子が勉強をしていないのは明らか

であるのに、不用意に「勉強しなさい」などと注意をするような事があると、たちまち親子の関係

は険悪になることがあります。この場合、親の側に間違ったところは無いのですが、相手はまだ心

理的に子供の部分を残しているのですから、そこは上手に扱うことも必要です。相手の人格を認め

ないような叱り方は禁物です。 

親にとって、子どもが勉強をしている状態とは、どのような時でしょうか。もしかして、苦手科

目の克服に苦労している姿を見て安心してはいませんか。誰でも自分の好きなことは楽しくやり遂

げることが出来ます。元々人間は好奇心に満ちているものなのです。親も子供の好奇心に寄り添っ

て、一緒に同じような分野の勉強をして見せることです。その時、子供さんに与えられた賜物に気

づくことが出来ます。人は誰でもその人独自の賜物に恵まれているのです。この賜物を認めて応援

すること、これが親に出来る教育です。 

                                                                                

伝伝伝伝えるえるえるえる決意決意決意決意    

                             社会科社会科社会科社会科    天久天久天久天久    美穂子美穂子美穂子美穂子    

 

 ６月２３日、沖縄にとって特別な意味を持つこの日がまた巡ってきます。終戦から７１年目を

迎える今年、平和ガイドの活動をされている大田光さんの勉強会に参加する機会がありました。そ

の活動がテレビなどで取り上げられることが多くなった大田さんですが、今回初めて直接お話を聞

くことができました。大阪府出身の大田さんは、大学時に訪れた沖縄で大きな衝撃を受けたそうで

す。それまではリゾートイメージしかなかった沖縄で、戦争について元学徒の方々の話を聞いたり、

さまざまな戦跡、資料を見る中で、いつしか「沖縄戦を伝える側に立つ決意」が芽生えました。そ

して大学卒業後に転居した沖縄で、アルバイトをしながらガイドの勉強をし、現在では多くの県内

の学生や、県外からの修学旅行生に沖縄戦のことを伝え続けています。また大田さんは、あまり語

られることのない男子学徒隊について聞き取り調査や遺品を調べ、その記録を残す活動に力を入れ

ています。大田さんが調べていた遺書から新しい事実が発見され、その遺書の持ち主が判明したこ

とがテレビで放映されると、その日のうちにその男子学徒の遺族が大田さんのもとを訪ねてくると

いうことがありました。ちょうど私もその場面に立ち会うことが出来たのですが、遺族からは遺書

があったことの驚きや、戦争のなか自分の身内が何を思いどのような最後を迎えたのかを知る手が

かりをここまで一生懸命に調べてくれたことへの感謝の言葉がありました。 

大田さんは言います、「私は体験者ではないけど、自分が話すことの意味はあるんじゃないかと思

いますね。」同じ悲劇を繰り返さないために、沖縄出身でない方がこれだけ沖縄のことを思い、活動

してくれていることを知り、沖縄で生まれ育った私たちこそが、後世に「伝える決意」を強く持つ

べきだと改めて考える機会となりました。 

 

 

 

 

日・曜日 行事計画 

１日（水） 小６・高２交流会 

 ３日（金） 中頭地区中学総体（～６／５） 

４日（土） 家庭学習日 高３総合学力マーク模試（希望者） 

８日（水） 職員会議 

１１日（土） 平和ミサ 授業 ＰＵＰ④  午後：英検（高２・高３必修受験） 

１５日（水） 委員会活動② 

１７日（金） 漢検（放課後） 

１８日（土） 授業参観（１日登校） 

２０日（月） 振替休日（６／１８の振り替え）              

２３日（木） 慰霊の日 平和学習 

２４日（金） 振替休日（６／２３の振り替え） 

２５日（土） 家庭学習日 

 

 

 

 

６月１１日(土)８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。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６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。      



    

《《《《中頭地区中頭地区中頭地区中頭地区中学中学中学中学総合体育総合体育総合体育総合体育大会大会大会大会》》》》 

                                

    

《《《《高校総合体育大会高校総合体育大会高校総合体育大会高校総合体育大会》》》》 

    

    

    

    

    
 

蔵前 拓真 ３Ａ 男子バスケ 

茶谷 琉太 ３Ａ 

 比嘉 和馬 ３Ａ 

 松川 豪利 ３Ａ 

 宮城 ﾏｲｹﾙ ﾍﾞﾝｼﾞ ３Ａ 

 喜納 武蔵 ２Ａ 

 後藤 大空 ２Ａ 

 町田 龍一 ２Ｂ 

 安里 太希 １Ａ 

 香村 周 １Ａ 

砂川 光 １Ａ 

當山 賢 ショーン １Ａ 

 

仲宗根 海斗 １Ａ 

女子バスケ 宇座 杏樹 ２Ａ 

 内間 ｻｸﾗ ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ ２Ａ 

 高江洲 咲 ２Ａ 

 外間 玲美 ２Ａ 

 久志 香己乃 ２Ｂ 

 玉村 夏芽 ２Ｂ 

 石原 莉子 １Ａ 

 又吉 愛美 １Ａ 

器械体操 中田 海斗 ３Ａ 

剣道 宜保 侑樹 １Ａ 

軟式野球 我謝 直人 ３Ａ 

 桂 幸太郎 ３Ａ 

 清水 達仁 ３Ａ 

 兼城 賢人  ２Ａ 

 橋本 大征 ２Ａ 

 高橋 郁也 ２Ｂ 

 田場 至恩  ２Ｂ 

 宮平 祐輔 ２Ｂ 

 橋本 ｴﾘｿﾝ ｳﾞｧﾝ 太陽 １Ａ 

 幸地 哲志 １Ｂ 

 島田 宏基 １Ｂ 

 ﾀﾝ ｱﾘｯｯｻ ｷｬｽﾘﾝ ２Ｂ 

赤嶺 佳菜美 ３Ａ バドミントン 

山内 彩加 ３Ａ 

新垣 直子 ２Ａ 

崎浜 凜々子 ２Ａ 

伊佐 明香里 ２Ｂ 

粕谷 麻琴 ２Ｂ 

髙橋 みあ ２Ｂ 

ﾗﾐﾚｽ ﾀﾃｨｱﾅ 愛鈴 ２Ｂ 

喜友名 朝可 １Ｂ 

久志 悠之助 １Ｂ 

宮城 ラファエル ケンジ １Ｂ 

新垣 藤子 １Ｂ 

深川 結美 １Ｂ 

 

上地 花鈴 ３Ａ 

恩河  陽生 ５Ａ 男子バスケ 

砂川  誠仁 ５Ａ 

 藤原 辰之輔 ５Ａ 

 又吉  仁光 ５Ａ 

 砂川 陽仁 ４Ａ 

 仲本 政亜 ４Ａ 

 ｳｨﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ ｼﾞｪｲﾐｰ ﾚｲﾗﾆ ５Ａ 

ゴルフ 大島 優久也 ５Ａ 

派遣費補助派遣費補助派遣費補助派遣費補助ありがとうございますありがとうございますありがとうございます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。今年度も県高校総体はすでに終わりま

したが、地区中学総体が間もなく開催され

ます。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。 

 

       《高校の部》                 

生徒会長  上上上上    間間間間                    翔翔翔翔          （５年）    

副会長   榮榮榮榮                    隆隆隆隆    仁仁仁仁    （５年）   

会計    西西西西    潟潟潟潟        春春春春    輝輝輝輝       （４年）      

書記    奥奥奥奥    谷谷谷谷        幹幹幹幹    汰汰汰汰    （４年） 

    

    

☆☆☆☆第第第第６７６７６７６７回回回回沖縄陸上競技選手権大会沖縄陸上競技選手権大会沖縄陸上競技選手権大会沖縄陸上競技選手権大会兼兼兼兼国体選考会国体選考会国体選考会国体選考会    
        

男子男子男子男子ＢＢＢＢ((((中中中中３３３３／／／／高高高高１１１１))))    砲丸砲丸砲丸砲丸投投投投(5(5(5(5㎏㎏㎏㎏))))    ２２２２位位位位    

中中中中３３３３    藤原藤原藤原藤原    孝孝孝孝史史史史朗朗朗朗くんくんくんくん        １２１２１２１２ｍｍｍｍ１６１６１６１６ｃｍｃｍｃｍｃｍ    （（（（自己新記録自己新記録自己新記録自己新記録））））    
    

男子中学男子中学男子中学男子中学    ジャベリックジャベリックジャベリックジャベリックスロースロースロースロー    １１１１位位位位    

        中中中中２２２２    山田山田山田山田    一心一心一心一心くんくんくんくん        ４１４１４１４１ｍｍｍｍ７５７５７５７５ｃｍｃｍｃｍｃｍ    （（（（自己新記録自己新記録自己新記録自己新記録））））    
 

陸上部の山田くんと藤原くんは、５月８日（日）に沖縄県総合運動公園陸上競技場で行われ

ました、第６７回沖縄陸上競技選手権大会兼国体選考会に出場し、みごと自己新記録で１位と

２位を獲得しました。これからも重要な大会が控えているとのことですので、更なる記録更新

を期待しています。おめでとうございます！！ 

    

☆☆☆☆第第第第３８３８３８３８回回回回沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県中学校陸上競技選手権大会中学校陸上競技選手権大会中学校陸上競技選手権大会中学校陸上競技選手権大会兼少年兼少年兼少年兼少年共通少年共通少年共通少年共通少年ＢＢＢＢ国体選考会国体選考会国体選考会国体選考会    
        

男子男子男子男子２２２２・・・・３３３３年年年年    砲丸砲丸砲丸砲丸投投投投(5(5(5(5㎏㎏㎏㎏))))    １１１１位位位位（（（（１７１７１７１７名名名名中中中中））））    

中中中中３３３３    藤原藤原藤原藤原    孝孝孝孝史史史史朗朗朗朗くんくんくんくん    １２１２１２１２ｍｍｍｍ７９７９７９７９ｃｍｃｍｃｍｃｍ（（（（国体予選国体予選国体予選国体予選突破突破突破突破記録記録記録記録をををを上回上回上回上回るるるる自己新記録自己新記録自己新記録自己新記録））））    

 

藤原くんは、５月２２日（日）に沖縄県総合運動公園陸上競技場で行われました、第３８回

沖縄県中学校陸上競技選手権大会兼少年共通少年Ｂ国体選考会に出場し、みごと国体予選突破記録

を上回る自己新記録で１位入賞を果たしました。現在は県大会出場を目指し、日々練習を頑張

っています！！ 

 

☆☆☆☆第第第第３４３４３４３４回回回回タイムスタイムスタイムスタイムス杯杯杯杯争奪総合体育競技大会争奪総合体育競技大会争奪総合体育競技大会争奪総合体育競技大会    
        

中学中学中学中学男子男子男子男子    個人個人個人個人総合総合総合総合１１１１位位位位        

種目別種目別種目別種目別    平行棒平行棒平行棒平行棒１１１１位位位位    跳馬跳馬跳馬跳馬１１１１位位位位    つりつりつりつり輪輪輪輪１１１１位位位位    あんあんあんあん馬馬馬馬１１１１位位位位    鉄棒鉄棒鉄棒鉄棒１１１１位位位位    

中中中中３３３３    中田中田中田中田    海斗海斗海斗海斗くんくんくんくん        

 

中田くんは、５月１５日（日）に沖縄県総合運動公園体育館で行われました、第３４回タイ

ムス杯争奪総合体育競技大会に出場し、個人総合と種目別すべてにおいて１位という結果に輝

きました。地区総体でのさらなる活躍を応援しています！！ 

《中学の部》 

    

副会長   渡名喜渡名喜渡名喜渡名喜        ちちちち    みみみみ    （３年）  

会計     ﾗｻﾗｻﾗｻﾗｻﾞ゙゙゙ﾌｫｰﾄﾌｫｰﾄﾌｫｰﾄﾌｫｰﾄﾞ゙゙゙    ﾗｲｱﾝﾗｲｱﾝﾗｲｱﾝﾗｲｱﾝ    ﾉﾎﾉﾎﾉﾎﾉﾎﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ   （２年）  

書記    秋秋秋秋    葉葉葉葉        亜利寿亜利寿亜利寿亜利寿    （３年） 


