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平成３０年 ７月１２日( 木 )
沖縄県立与勝緑が丘中学校
沖縄県立与勝高等学校
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今週、台風８号、沖縄本島地方をかすめるも強風域に晒しながら宮古八重山地方を直撃しました。
被害にあわれた方々へ心よりお見舞い申し上げます。一方先週末、西日本を襲った記録的な大雨 「 平
成３０年７月豪雨 」 は甚大な災害をもたらしております。多くの尊い命が奪われた報道現場を見るに
つけ自然災害対策へ十分な財政出動があってしかるべきではなかったかと心痛に耐えません。今でき
ること、同じ国民として「心をよせる」ことではないかと考えます。すると被災地支援で求められる
「行動」の輪郭も鮮明になってくるはずです。「日常」に感謝し、「通常」の活動に勤しみ、被災地を
見つめることにより、しかるべき適切なそれぞれの「行動」が導かれると思います。Ｙ校運動場赤土
もかなり大風に舞いました。６月の日常、「与勝の丘」の「であい」を肩の力を抜いて紹介致します。
有馬仁美 2-4：私は今年の二月に二週間ハワイへ留学しました。そして今回、ハワイからの留 ★ であい･与勝の丘で★
学生 Jaycie を二週間受け入れしました。Jaycie とは、日本食を一緒に作ったり名護に泊まり
に行ったり、ショッピングをしたりと沢山の思い出を作ることができました。また、ハワイ
の文化や風習、歴史にも触れることができ、沖縄や日本と比べることで改めて双方の素晴ら
しさに気づくことができました。そして何より、英語はもちろん、日本や沖縄の文化、歴史
をさらに深く学んで絶対ハワイを再び訪れようという気持ちがより一層強くなりました。こ
の二週間は私にとって凄く貴重で充実した時間となりました。この経験を糧としてこれから
も頑張っていきます。Jaycie Ota：The school was very nice and clean and all the students
and teachers were very kind to us.All the classes were very fun and I enjoyed going to the rock band club and badminton club. Daniel sensei, Maki
sensei and Yuuko sensei teacher were very kind and nice to us. I had fun swimming in the pool because it was very nice to cool off from the hot
weather. My favorite memory was cleaning the bathroom with Hitomi and Ayame and we saw a bird. I learned how strict uniforms are in Japanese
school and what kind of clubs you can join as well. I also enjoyed the field trip to Ayahashi. The bentos and bread sold at yourschool during lunch
tasted very good. I enjoyed trying bacon potato bread and katsu bento. I enjoyed going to Yokatsu High school.沖縄の交流はとてもいいおもいでに
なりました。ありまさんのかぞくは私にとてもしんせつでひとみといいともだちになりました。よかつ高校はとてもきれいで、先生と生徒はみ
んな私たちにやさしかったです。じゅぎょうもおもしろかったです。ダニエル先生、まき先生、ゆうこ先生はとてもしんせつでした。ほうかご
のロックバンドとバドミントンもたのしかったです。毎日あつかったからプールでおよぐのがよかったです。ハワイの高校はほとんどプールが
ありません。一つのおもいではほうかご、ひとみとあやめといっしょに女子のおてあらいをそうじしていたら、かどに鳥がいてびっくりしまし
た。鳥もおどろいて、おてあらいでとんで、男の生徒二人がバケツとふたでとりをつかまえてそとに出しました。みんなわらってたのしかった
です。日本の学校はハワイの高校にくらべたらきそくがきびしいです。せいふくとイヤリングにきびしいです。私の学校はせいふくがありませ
ん。ダニエル先生と生徒といっしょにあやはしに行きました。とてもきれいなはしでした。学校でうってたべんとうやパンはとてもおいしかっ
たです。日本のちゅうしょくはハワイのちゅうしょくよりずっといいです。ベーコンポテトパンとかつのべんとうがとてもおいしかったです。
毎日よかつ高校へ行くことがとてもたのしかったです。
（母がてつだって、日本語にやくしました） 喜原瑞稀 2-4 ：この二週間は私にとって実り多
い日々となりました。特に国籍を超えた同世代と話せたことは貴重な経験です。価値観や文化の違いがあるため大変な場面もありました。しか
しそれを相手と協力して解決することで異文化理解に繋がる経験をすることができたのではないかと感じます。また今回ハワイから沖縄に来た
留学生は計 13 人。彼らと交流をもてたことも私にとって大きな財産となりました。彼らが皆とても個性的で明るくて志高い方たちばかりだった
ため、多くのことを吸収することができました。一人一人が秀でたものをもち、挑戦し続けている方たちだったため彼らと一緒に居ることが本
当に幸せで楽しかったと同時に、自分への刺激にもなりました。時にふざけあって笑いあったり、時にお互いの刺激となり高めあえる。そんな
彼らと「かぞく」として関わりをもてたことを本当に嬉しく思います。これらの体験を無駄にはせず、私も私らしくこれからまた頑張っていき
ます。今回留学生を受け入れするにあたり協力してくださった皆さん、本当にありがとうございました。Faith Shiraki：The school was very
nice and clean and all the students and teachers were very kind to us. All the classes were very fun and I enjoyed going to the rock band club and
badminton club. Daniel sensei, Maki sensei and Yuuko sensei teacher were very kind and nice to us. I had fun swimming in the pool because it was
very nice to cool off from the hot weather. My favorite memory was cleaning the bathroom with Hitomi and Ayame and we saw a bird. I learned
how strict uniforms are in Japanese school and what kind of clubs you can join as well. I also enjoyed the field trip to Ayahashi. The bentos and
bread sold at your school during lunch tasted very good. I enjoyed trying bacon potato bread and katsu bento. I enjoyed going to Yokatsu High
school. いろいろありがとうございました。よかつ高校は綺麗で楽しかったです！でも, ハワイの高校とは違うところもありました。ハワイの学
校では食べ物を食べてもいいです。そして携帯を使ってもいいです。また, ハワイの学校で水泳の授業がありません。だから, よかつ高校の水泳
の授業は楽しいと思います。2 時にハワイの学校は終わります。四時に家にかえります。よかつ高校の先生と学生はとても優しいです。ありが
とうございました。沖縄に帰りたい！沖縄は綺麗ですね。沖縄の食べ物はおいしいと思います。沖縄そばが大好きです。AeonMall に行くことが
好きです。沖縄はとても蒸し暑いですね。でも, 沖縄は好きなので沖縄に帰りたいです！ありがとうございました！
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