
深井中央中だより 令和２年７月 

◎明るいあいさつと笑顔あふれる  『元気な学校』 

◎授業中、落ち着いた雰囲気の   『静かな学校』

◎掃除が行き届き、花いっぱいの  『きれいな学校』

◎生徒が安心して過ごせる 『安全な学校』

   ～コロナ禍の今、「沖縄慰霊の日」が教えるものについて考える～

6 月になってやっと迎えられた、クラス・担任発表 

6 月になってやっと迎えられた、全教科の先生との出会い 

6 月になってやっと迎えられた、令和 2 年度の本格的な学校生活 

久しぶりの、クラス全員で受ける授業 

久しぶりの、体育館での集会 

久しぶりの、教室で食べる昼食 

久しぶりの、仲間との部活動 

 待ち遠しかったこんな日を無事迎えられたのも、命あってこそ。喜びや幸せを感じられるの

も、生きているからこそです。 

 先日、テレビ等でご覧になられた方も多くいらっしゃると思いますが、6 月 23 日、沖縄は

「慰霊の日」を迎えました。 

 太平洋戦争において、旧日本軍による組織的戦闘が終わったとされる 1945 年 6 月 23 日から

今年で 75 年を迎え、太平洋戦争末期の沖縄戦の犠牲者らを追悼する「沖縄全戦没者追悼式」

が、最後の激戦地となった沖縄県糸満市摩文仁の平和祈念公園において開催されました。 

 過去を振り返って今を考えるための式であることは変わりませんが、多くの人たちが参列す

る例年とは違い、今年は、コロナ禍のために縮小した追悼式が執り行われました。 

 この追悼式では、毎年、沖縄の子どもたちがかつての沖縄戦に思いを寄せた詩を朗読します。

今年は、沖縄県立首里高校 3 年生の高良朱香音さんが朗読しました。 

 先月の学校だよりでもお伝えしましたが、本年度、34 期生は修学旅行で沖縄を訪れます。そ

の大きな目的の一つが、「平和学習」です。 

コロナ禍により、普通が普通ではなくなった今だからこそ、より深く平和の大切さ、何より

一人ひとりの命の大切さを学んで来て欲しいと願っています。 

 ここで、今年の追悼式で高良さんが語りかけた詩の全文を紹介し、皆さんと共に「平和」に

ついて、「命」について、深く考えていくことができればと思います。 



あなたがあの時 

沖縄県立首里高校 3 年 高良朱香音 

 

 「懐中電灯を消してください」 一つ、また一つ光が消えていく 真っ暗になったその場所

は まだ昼間だというのに あまりにも暗い 少し湿った空気を感じながら 私はあの時を

想像する  

 あなたがまだ一人で歩けなかったあの時 あなたの兄は人を殺すことを習った あなたの

姉は学校へ行けなくなった あなたが走れるようになったあの時 あなたが駆け回るはずだ

った野原は 真っ赤っか 友だちなんて誰もいない 

 あなたが青春を奪われたあの時 あなたはもうボロボロ 家族もいない 食べ物もない た

だ真っ暗なこの壕の中で あなたの見た光は、幻となって消えた。 

 「はい、ではつけていいですよ」 一つ、また一つ光が増えていく 照らされたその場所は 

もう真っ暗ではないというのに あまりにも暗い 体中にじんわりとかく汗を感じながら  

私はあの時を想像する  

 あなたが声を上げて泣かなかったあの時 あなたの母はあなたを殺さずに済んだ あなた

は生き延びた  

 あなたが少女に白旗を持たせたあの時 彼女は真っ直ぐに旗を掲げた 少女は助かった 

 ありがとう 

 あなたがあの時 あの人を助けてくれたおかげで 私は今 ここにいる 

 あなたがあの時 前を見続けてくれたおかげで この島は今 ここにある 

 あなたがあの時 勇気を振り絞って語ってくれたおかげで 私たちは 知った 永遠に解か

れることのない戦争の呪いを 決して失われてはいけない平和の尊さを 

 ありがとう 

 「頭、気をつけてね」 外の光が私を包む 真っ暗闇のあの中で あなたが見つめた希望の

光 私は消さない 消させない 梅雨晴れの午後の光を感じながら 私は平和な世界を創造す

る 

 あなたがあの時 私を見つめたまっすぐな視線 未来に向けた穏やかな横顔を 私は忘れ

ない 平和を求める仲間として 

 

 この詩を発表している高良さんの姿が、心に焼き付いて離れません。高良さんは、日ごろ、

沖縄戦について話をしたことがなかったそうです。 

 沖縄戦で住民らが避難した糸満市の壕を 2 年前に訪れた際、その壕の中で感じたこと。沖縄

戦についての色々な学びを通して、知ったこと。自分が今、生きていること、生きられたこと

に感謝する気持ちを、同じ高校生に知ってもらえたらとの思いで発表することを決心したそう

です。 

 皆さんは、この詩を読まれてどうお考えになられたでしょうか・・・私は、コロナ禍の今だ

からこそ、人の命がどれだけ大切なものであるか、一人ひとりが平和について深く考え、そし

てそれを心に深く刻み、今生きていることに感謝し、日々の生活を送っていきたいものだと感

じました。 

 



 最後に、昨年度の同追悼式で、当時小学 6 年生の山内玲奈さんが発表した詩の一部を紹介し

ます。 

 本当の幸せ、家族と友達と笑いあえる毎日こそが 本当の幸せだ。未来に夢を持つことこそ

が最高の幸せだ。 

「命どぅ宝」生きているから笑い合える。生きているから未来がある。令和時代、明日への希

望を願う新しい時代が始まった。この幸せをいつまでも。 

「命どぅ宝」 

命こそ宝という意味の沖縄の方言です。 

 

 コロナ禍の今、「“沖縄慰霊の日”が教えてくれること」について改めて考え、こんな今だか

らこそ、生きていることに感謝と希望を。 

 

１学期期末テスト・個人懇談会を実施します 

7月 15日（水）から 7月 17日（金）の 3日間、1学期の期末テストを行います。この 1学

期は中間テストは行わず、期末テストで全学年 9教科のテストとなります。 

また、7月 31日（金）から 8月 5日（水）の期間に、1学期の個人懇談会を実施します。 

今後、各担任が日程調整を行い、改めて日時について連絡いたします。 

懇談会では、担任より、6月からの学校生活や学習の様子などについてお伝えし、1学期の

間に成長したところや頑張れたこと、今後、取り組んでほしい内容や挑戦してほしいこと等に

ついてお話しいたします。 

  

１・２年生宿泊行事について 

今年度は新型コロナウィルス感染予防のため、各種行事が延期や中止になっています。 

3年生の修学旅行は、その教育的意義から、以前にお知らせしたように 9月に時期を変更し

て実施しますが、1・2年生の宿泊行事については、堺市教育委員会より感染症予防の観点か

ら行わないこととする旨の通知がありました。2年生については、1年生時のスキー宿泊訓練

が中止になったことから、2年生での宿泊行事を検討していましたが、結局、宿泊行事は実施

できなくなりました。宿泊行事を楽しみにしていた 2年生のみなさんにとっては残念ですが、

感染症対策の取組としてご了承願います。それに伴い、宿泊費として積み立てていた費用につ

いては返金させていただくこととなります。返金手続きや時期については、学年のほうからお

知らせします。 

 

２学期の始業式は８月１９日（水）  

今年度は新型コロナウイルス感染症による臨時休業を行ったことから、長期休業期間が短縮

されています。今年度 1学期の終業式は 8月 7日（金）、2学期の始業式は 8月 19日（水）

となります。夏休み明けの 8月 28日（金）には、3年生の第 1回学力診断テストを実施予定

です。  



7月

1 水 ７時間授業 21 火

2 木 22 水

3 金 内科検診３年 23 木

4 土 24 金

5 日 25 土

6 月 教育相談 26 日

7 火 教育相談 27 月

8 水 教育相談　　小・中学校一斉登校指導 28 火

9 木 内科検診２年　　７時間授業 29 水

10 金 教育相談　　大阪信金振替日 30 木

11 土 31 金

　　　　　　　 　　　　　

3 個人懇談会 10 大阪信金振替日

4 個人懇談会 12 堺市学校理科展（～13日）

5 個人懇談会　検尿２次 18 修学旅行（～２０日）

１学期終業式 21 敬老の日

大阪信金振替日 22 秋分の日

8 夏期休業日（～１８日） 23 ３年代休（～２４日）

10 山の日 25 ＰＴＡ実行委員会

11 学校閉庁日（～１４日） 28 大阪信金振替予備日

19 ２学期始業式

修学旅行・進路説明会

ＰＴＡ実行委員会

27 大阪信金振替予備日

28 ３年学力診断テスト

令和２年　７・８月の主な学校行事・PTA行事
曜 内　　　　　容
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体育大会については、
９月中には実施しま
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現時点では実施するか
どうかも含めて検討中
です。
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テスト期間中の給食については学校のほう
でまとめてキャンセルします。また、２０日か
ら３０日まで午後からも授業がありますが、
給食はありませんので、その間は全員お弁
当の用意をお願いします。




