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心に師を持つことが出来れば
校長 夏見隆晴
わたし自身、心の中に一番に師として思い浮かべる方は、と考えながら、この一文を書き始
めました。私の心の中に浮かび上がったのは、カトリックの司祭で、禅哲学をも教えて頂いた
ドイツ人教授でした。今でも、私の神父様と言えば、この方かもしれません。神父様の笑顔な
ど思い出すこともありません。厳しく、常に学問に励まれており、主宰されておられたカトリ
ック講座には、東大生も沢山参加していました。カトリックの信仰をいただいて間の無い私に
とっては、宗教の持つ厳しさにも触れた始まりでした。
そして次に、という事になるのでしょうが、私にとって最も多くの時間を割いてくださった
師が忘れられません。同じく大学の英語学でお世話になった教授司祭です。先生の口から出て
来る英語は早口で、自分にはとても真似も出来ないと思い悩んでいました。自分は、何故出来
もしない外国語学部など，よりによって選んだのだろうかと悩んでいました。そんな私を救い
だしてくださった恩師です。後に教師となって、生徒を長崎二十六聖人記念館に引率した折に、
やさしく接して頂いた事を、今も忘れることができません。
地方都市の城下町で生まれ、私学の中高一貫校に学ばせて貰ったお陰で、大学も先に記した
ような雰囲気のカトリックの大学で学ぶことが出来たのは、本当に神様の御導きあっての事と、
今は確信しております。その上、母も望んでくれていた教師への道も、カトリック学校に始ま
り、最後もこのカトリック沖縄学園で終われそうな様子で、本当に恵まれた仕事を神様から頂
いたと、感謝の念で一杯です。神様は、私の様な非力な者に対しては、長い時を下さり、力あ
る者と同じように扱ってくださったと感謝しております。
今振り返ってみて、幼稚園から大学まで、本当に多くの先生方から、いろいろな事を教わっ
てまいりました、しかも、そこに多くの先生方の暖かい心が感じられたゆえに、自らも教師と
いう大層な道を選択し、遅々とした歩みではあっても歩き続けることができているのかもしれ
ません。勿論そこに、このような私を受け入れてくれた生徒の皆さんと保護者の方々の応援が
無ければ、これほど長く続ける事はできなかったでしょう。それに勿論、神様がくださった健
康という宝物のお陰でもあります。
師と呼べる人を、私は沢山の書物を読み、その中にも、見いだしていたように思います。と
言うより、書物の中に見つけた師の方が多いでしょう。何のために書を読むのか、と問われれ
ば、
「良い生き方を見いだすためです」と答えます。そして続けて、相手にも書物の中に見つ
けた師をお持ちではありませんか、と尋ねてみたいものです。わたしは今も、出来るだけ多く
の目でもって、師と呼べる人を探してみたいのです。多くの師を、私は近くに持ち、今も学び
続けたいと考えています。お世話になった先生方に感謝です。

10 年後の私
数学科 謝敷 実也
私が 18 歳の時、
「10 年後の私」という作文を書かされました。10 年後の私は、高校教師にな
ってバリバリ働いていますって書いたと思います。
私の母が特別支援学校の教諭だった影響なのか、小学校の頃から人に教えることが好きでし
た。しかし、算数以外は頭が悪かったです。小学校の時、初めて国語のテストで 0 点を取り、
学校帰りにこっそり溝に捨てて、なかったことにしました。親に勧められ、私立中学校受験で
面接の志望動機を聞かれた時は、大きな声で「サッカーをやりに来ました！」と、完全に受験
というものがわかっていない小学生でした。案の定、落ちました。言い訳ですが、当時Ｊリー
グができたばかりで、日本中がサッカーで沸いていて、キャプテン翼というアニメが人気だっ
たからです。なんて言い訳を今でも言っています・・・。
中学校の時、学年で下から 3 番目の成績でした。この頃は、ほとんど勉強をしない怠け者だ
ったと思います。ただ、数学だけは好きだったので、周りの皆に将来数学の先生になると言っ
ていました。でも皆に、絶対なれるわけがないと馬鹿にされていました。マイペースな性格上、
人は人、自分は自分と心の中で言い聞かせ、焦ることなくあっという間に高校生になりました。
高校では、中学と違い、勉強の内容は難しく、授業スピードが早かったです。私が特に真面
目に取り組んでいた教科は英語と数学です。英語は、不純な動機ですが、海外サッカーを見に
行きたくて、早く英語をマスターしたいと必死でした。人生の転機、高校数学に出会って、人
が変わりました。難しいけれど、やればやるほど楽しいと思い、休み時間でも暇さえあればず
っと数学の勉強をしていました。皆が漫画や小説を読むみたいな感じだと思います。新しい知
識を学ぶということが、楽しくて楽しくて、早く続きが読みたいって感じで、数学ⅠＡ、ⅡＢ、
ⅢＣとほとんど独学で勉強しました。授業は復習で、解からない所はしっかりノートに書き留
めて吸収していきました。そのせいか、数学だけは学年で上位でした。
大学受験では、第一志望は叶いませんでしたが、滑り止めの大学にいき、教員免許を取りま
した。大学卒業してすぐの 22 歳、臨時的任用ですが、県立高校で数学教師として教壇に立ち
ました。教師になって、授業と部活以外の仕事がたくさんあることにビックリしました。人生
振り返ると、20 代は仕事をしながら、嫁探しだったのかなと思うぐらいたくさん恋愛もしまし
た。
30 歳、そろそろ結婚したいと考えていると、ある時夢を見ました。当時、私が那覇商業高校
で働いており、同僚の教師と私が結婚式を挙げている夢です。目が覚めたら、心臓がバクバク
していました。それから意識をするようになり、デートに誘い、付き合って、結婚しました。
可愛い女の子も授かり、現在家を建てているところです。
先月 39 歳になり、私は縁があって、カトリック沖縄学園で働いています。10 年前にはここ
で働いているなんて想像もしていませんでした。10 年後にどこで働いているのかわかりません
でしたが、中学校から言い続けた教師になって今でも続けています。
私と沖縄カトリックで出会った人達は運命だと思っています。1 日の半分、学校で共に過ご
すことは、ある意味大きな家族です。誰だってずっと長い間一緒にいると、喧嘩や嫌いになる
こともあると思います。それでも生徒一人ひとりの未来に向かって手助けをする教師がいます。
10 年後、20 年後に、学校生活が充実していたと思えるような日々を共に過ごしましょう。

1 月の行事
１月７日(木) 生徒集会 授業開始
高１～３ K パック
スクールカウンセラー来校日
８日(金) 高２～３ K パック
９日(土) 総合／PUP⑦／学校見学会③
基礎・小論模試（放課後・希望者）
１４日(木) スクールカウンセラー来校日
１５日(金) スクールカウンセラー来校日
１６日(土) 大学入学共通テスト１日目／中高前期入試
１７日(日) 大学入学共通テスト２日目
１８日(月) 大学入学共通テスト自己採点
１９日(火) 高２ 県内修学旅行（～２１日まで）
２１日(木) スクールカウンセラー来校日
２３日(土) 総合／学校見学会④／入学手続き
中１～高１ GTEC
２６日(火) 中１～３ 学力推移調査②マーク模試（午前）
高１～２ ベネッセ総合学力テスト③記述模試
(終日)
２７日(水) 生徒会選挙
２８日(木) 漢字検定（放課後・希望者）
２９日(金) スクールカウンセラー来校日

あけましておめでとうございます

本年もよろしくお願いいたします
★赤い羽根共同募金活動に関する報告★
2020 年 12 月 22 日(火)に校長室にて社会福祉協議会への贈呈式を行いました。

募金合計額 30,853 円
本紙面にてご報告いたします。皆様のご協力ありがとうございました。
文化祭での募金活動へのご協力にも重ねてお礼申し上げます。

★第 10 回 沖縄県新聞スクラップコンテスト
中３ 榮野川 葉美 ノート部門 沖縄県 PTA 連合会会長賞
中１ 栗山 晃希
ノート部門 佳作
中１ 兼城 巧光
ノート部門 佳作
★第 68 回全琉小中高校 図画・作文・書道コンクール 書道
中１ 比嘉 斗夢 優良賞
中１ 中村 希彩 優良賞
中１ 寄川 桜子 優良賞
中２ 寄川 紅葉 優良賞
中１ 平仲 朱那
佳作
中３ 山川 りえ
佳作
高１ 平良 悠
佳作
高２ 髙里 由貴子 佳作
高２ 比嘉 このみ 佳作

★令和２年度 沖縄県立博物館・美術館企画 第 4 回アートコンクール テーマ「むし」
中２ 寄川 紅葉 優秀賞
中１ サントス ジョナス ミッチェル サントス 入選
中１ 小野 真理子 佳作
中２ 印南 空音
入選
中２ 桃原 あき
佳作
中２ 清水 知己
入選
中２ 福山 遥深
佳作
中２ 新垣 政尚
入選
中３ 佐藤 りいら 佳作
中２ バニケット ジャニン アン 入選
中３ 佐野 一斗
佳作
中３ 榮野川 葉美 入選
中３ 鶴田 光優
入選
中３ 畑 愛理
入選
★2020 うらそえ YA 文芸賞 短編小説部門
高１ 浦崎 絵戸 『夢を追う』 審査員特別賞
★第９回ハイビスカスカップ小中学生ゴルフ伊江島大会
中１ 平仲 朱那 優勝
★令和２年度 全国中学校ゴルフ選手権特別大会女子団体の部
３位
中２ 浦崎 涼
中１ 宮城 柚
中１ 吉﨑 眞夏
中１ 平仲 朱那
★第 43 回 2020 年度全国 JOC ジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球
中１ 栗山 晃希 沖縄県大会 B 区分 優勝
★第 21 回創造アイデアロボットコンテスト沖縄県中学生大会
アイデア賞 チーム・ペペロン 中３ 宮城 琉徳
中３ 前原 マラキ

