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10 月の全校集会にて、生徒会の指針が発表された。
柏木結大会長からは「生徒会のスローガンを作成しま
した。このスローガンを元に生徒会活動や委員会活動

３．生徒協議会
生徒会と委員長が話し合い、委員会活動を活発化さ
せていくための情報共有の場として行う。生徒会から
各委員会に活動をお願いすることや委員会から生徒会
にやってほしいことなどを話し合い実現していく。

を行っていきます。さらに暁秀生の命を守るため防災
研究会を設立し、メンバーの募集を行います。」と生
徒に呼び掛けた。
１．スローガンの発表

我が暁に光を！！～挑戦・自主・革進～
「暁」は古文で「夜明け前」という意味をもつ。そ
の意味と今の暁秀の生徒会がまだ「よちよち歩きであ

４．議事録の掲示
生徒会活動の透明化を図るために、生徒会が行って
いる会議の内容を技術室前の掲示板を使用し、掲示。
なお、暁秀ニュースでも各号ごとに内容を載せていき
たいと思う。
生徒会活動に皆様のご協力をお願いします。
（高２・出口）

防災研究会の活動に感化！

ること」を掛け合わせ、これからさらに発展していこ
うという願いを込めた。なお「革進」とは昔からある

柏木結大会長が掲げている「防災研究会の設立」。

習わしや状況を改めて、進歩を図ることをいい、生徒

暁秀があるこの地域では南海トラフを震源とした大地

会としても今よりさらに発展していきたい、という願

震の発生が心配されているが、学校生徒の防災意識は

いが込められている。

高いとは言えない。そんな中、防災に熱い生徒会長に
感化され、防災の重要性や必要性に気づいた中学生た

２．防災研究会のメンバーを募集
防災研究会では、主に防災について学び、自分たち

ちがいた。 現在中学３年生の CS では地域に貢献する
ことを目的とし、中３生全員が各分野にわかれてボラ

の命を守るためにできることを行っていく。そのため

ンティアやイベントなどを企画する活動を行っている。

のメンバーを募集し、活動を行っていく。

その中のひとつ、グループ「Minh ファン」は地域や暁
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秀生の防災意識の向上を目標に活動している。そして

インタビューアー（以降Ｑ）： NWC とはどのような組

目標達成のために、他校との合同防災訓練の実施、お

織なのですか？

よびアンケート内容の発表を企画している。先日アン

渡邉： NWC とは National World Committee の略称で

ケート用紙が配られたのは記憶に新しいと思うが、そ

す。NWC は今年(2018 年)9 月 1 日に設立しました。メ

れらのアンケート結果を全て集計し、近々ポスターに

ンバーは、全校生徒から募集しています。この組織で

まとめて掲載する予定だ。アンケート結果は暁秀生の

は、そのメンバーたちと共に「失敗を恐れず行動する」

防災意識の低さが現れる結果であった。そして今後企

ことをモットーとし、人々の社会問題に関する無知を

画する防災訓練を実施する際に役立つ情報源となった。

直すことに励んでいます。

グループ「Minh ファン」の一員である平野琴葉さんに
話を聞くと、「中高生主体での防災訓練を実施するこ

Ｑ： NWC はどのような経緯で設立されたんですか？

とによって地域の学生の関心を集めることができると

渡邉さん： NWC は、私が夏に参加した NPO 法人フ

考えました。そしてアンケートは近々みなさんに見て

リーザチルドレンのキャンプで、社会問題について学

いただけるように掲載し、暁秀生の防災意識を高める

んでいる時に思いつきました。
このキャンプを通して、

きっかけとなれば良いなと思います。また、アンケー

社会問題に早くから関心を持たなかったことに後悔し

トで防災訓練に行かなかった理由や、防災訓練への関

ていた私は、人は無知であってはならないことを痛感

心度をお聞きしたと思うのですが、それは後々開催す

しました。しかし、一般の教育を受けている中で社会

る防災訓練で活用させていただきます。アンケートの

問題に触れることは少ないです。そこで、私は「世界

ご協力ありがとうございました。」と感謝の言葉を口

で起きている様々な社会問題を知っている私がそれら

にした。また、防災について話を聞くと、「多くの人

を発信すれば良いのではないか」と考え付きました。

が防災について理解をしていると思いますが、身近に

そして、それらを発信し、人々に伝える場所、そして

は考えられていないと思います。災害はいつ起こるか

世界を変えるための活動をする場として NWC を設け

わかりません。『かもしれない』に対して備える意識

ました。

を高めることはとても難しく、大変なことです。です
が、いざとなった時自分を守れるのは、過去の自分が

Ｑ： NWC は渡邉さんやそのメンバーたちにとってどの

備えた結果です。まだ災害が起こっていない今だから

ような存在を目指していますか？

こそ、備える必要があると考えています。」と、生徒

渡邉さん： 私は NWC が「世界に目を向けるきっかけ

会長に負けず劣らず熱い想いを語っていた。 このよう

になる存在」になってもらいたいです。社会問題は意

に、生徒会がきっかけとなり、中学３年生にも防災の

外と身近です。例えば、今使用しているノートも過重

輪が広がり、少しずつではあるが、防災意識が高まり

労働で生産されたノートかもしれません。
そう思うと、

つつあると感じた。こうした行動が人々の命を救うこ

そのノートを大事にしようと思いませんか？このよう

とになるのではないだろうか。今後の経過も暁秀ニュ

に、知ることによって人は変わります。知る、つまり

ースを通して発信していく。

世界に興味を持つ第一歩に NWC がなってほしいです。
（中３・山本）
Ｑ： NWC では今までどのような活動をされてきました

世界に目を向けるきっかけとなる NWC

か？
渡邉さん： まだ活動を始めて日が浅いということもあ

皆さんは、校内に掲示されているポスターの中で印

りますが、メンバー募集をしたり、バザーでフェアト

象に残っているものがあるだろうか？私には一つある。

レード商品を売り、それに伴って募金活動をしたりし

それは、白い紙に手書きの文字がたくさん書かれてい

ました。

る「NWC」のポスターだ。今回、皆さんにこの NWC
という組織について知ってもらうために、創設者の渡

Ｑ： 今後、NWC ではどのような活動をされようとして

邉夏帆さんにインタビューをした。この記事を読めば

いますか？

あなたもきっと NWC に入りたくなるはずだ！

渡邉さん：たくさんの活動を計画しています。まず、
12 月から月に一度の勉強会を行おうと思っています。
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この勉強会ではメンバーが社会問題に関して詳しくな

受けた。井の中の蛙になりがちな筆者にとってとても

れるように勉強しようという会です。他にも毎学期更

有意義な時間だったと思う。また、さまざまな地域出

新されるポスターの作製や、他団体との連携も予定し

身の友達もできた。普段学校では習わないことや経験

ています。また、SNS やホームページを通して活動報

ができる模擬国連。皆さんもぜひ参加してみてはいか

告をさせていただきます。まだまだやりたいことはた

がだろうか。

くさんありますが、私が卒業しても NWC の活動は続

（中３・中原）

くので、着実に一つずつ進めていきたいと思っていま
す。もし NWC に加入したい生徒がいるのなら、2 年Ｚ

二度 と戦争を 起こさない ため に

組の渡邉夏帆までお願いします!
10 月に行われた沖縄での修学旅行で、
高校２年生は、
このインタビューを通して渡邉さんの NWC にかける
熱い想いが伝わってきた。NWC に入ってメンバーとし
て社会問題について詳しくなり、その情報を発信した
いと思ってくれたら幸いだ。渡邉さんには、これから
もメンバーの皆さんと一緒に世界のために活動を続け
てほしい。
(高 2 宮本)

模擬 国連に行 ってきまし たレ ポ

戦争が沖縄の人々にもたらした苦しみと、その残酷さ
を様々な体験を通して知ることとなった。 10 月 22 日
の夜には、子どもの頃に太平洋戦争を体験し、沖縄で
アメリカ軍による収容所での生活を強いられた、長田
勝哉先生の講話を聴いた。
捕らえられた沖縄の人々は、
殺虫剤を撒かれ、難民収容所や家畜用の小屋に入れら
れたと言う。服は一着しか無く、風呂にも入れず、食
べたことのない異国の料理しか口にすることが出来な
い、極限状態の生活が一ヶ月以上続き、マラリアに感
染する人や、餓死をする人もいたそうだ。長田先生の
体験談は、沖縄の人々の人権が無視された、むごくて

11 月 16 日から 18 日までの３日間、中２から高 2 の
バイリンガルコースの生徒、計 29 人が India’s
International Movement to United Nation（以下 iiMUN）
に参加した。この模擬国連は東京都大島にある Indian
International School Japan で開催され、さまざまな地域
出身の小中高生が集まり、議題についてグループに分
かれ熱い議論を交わした。
そもそも模擬国連とは参加者一人ひとりが一国の大
使になりきって、国連をはじめとする国際機関で実際
に行われている様々な会議をシュミレートする事であ
る。模擬国連では、相手を論破することに重きをおか
ず自国のスタンスと国益を守りつつ決議案を書いてい
く。筆者は iiMUN ではインドの立場を担い、議題は「安
保理改革」であった。
参加者は事前に担当国の歴史や外交関係、政策など
を調べ、議題に設定された国際問題に対する基本スタ
ンスを理解して上で、他国と議論を深め、交渉し解決
案を模索していく。会議中はスピーチ力やディスカッ
ション能力、交渉力、合意形成力やリーダーシップな
ど、机に向かって勉強するだけでは培うことのできな
い総合的な能力が求められる。筆者はあまり発言、交
渉ができずとても悔しかった。
筆者のグループはレベルが高く自分の英語力の無さ、
リーダーシップの無さを痛感し、他の中高生に刺激を

想像を絶するものだった。
翌日の 23 日には、対馬丸記念館を訪問した。学童集
団疎開の沢山の子どもを乗せて那覇港を出航した対馬
丸は、航海の途中で米潜水艦の魚雷攻撃により沈めら
れてしまい、そこで約 1500 人もの人々が亡くなった。
この対馬丸記念館で、当時実際に対馬丸に乗船してい
た生存者、平良啓子先生の講話を聴いた。対馬丸が沈
んだ後、平良先生は竹製のいかだに乗り込み、そこか
ら無人島に漂流し漁船に助けられるまで、６日間を海
の上で過ごした。平良先生によると、海の上は昼は暑
く、夜は寒く、食糧は自分で確保しないとならない上
に、周りには人食いザメが泳いでおり、まさに地獄の
ような日々だったという。平良先生の乗ったいかだに
は最初は 10 人が乗っていたものの、最終的に助かった
のは４人だった。
先生方による戦争体験の講話では、数え切れない程
のショッキングな事実が話された。私たちの日常とは
かけ離れた体験がそこにはあり、当時戦争を体験した
人々の苦しみや悲しみは計り知れないものだったと、
知ることができた。
この沖縄での戦争体験を通して、生徒たちはどのよ
うなことを考えたのだろうか。2 年 A 組の内藤果穂さ
んは、「お二方の講話を聴き、私たちの日常は当たり
前のものでは無いことが分かった。だから、これから
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を大切に生きていき、後世にもこの平和な日常を残し

Ｑ：授業をするうえで心掛けていることはありますか？

たいと強く思った。」と語る。これらの講話で繰り返

Ａ：生徒に「全てのものに関連性がある」と思っても

されたのは、「二度と戦争を起こしてはいけない」と

らえるような授業を心掛けています。生徒には「内申

いう言葉だった。戦争を実際に体験された方々の話を

点のため」とか、「受験のため」などのために勉強す

聞いたことで、
体験者が戦争を若い世代に語り続ける、

るのではなく、勉強することそのものを楽しんでもら

その真意を感じ取ることができたと思う。

いたいです。

（高２・中山）
Ｑ：尊敬する人物はいますか？
Ａ：作家のミヒャエル・エンデです。知っている人は
少ないかもしれませんが「お金のない世界」をテーマ
とした本で「お金は本当に必要なのか」と説いていて、
その考え方がとても響きました。
Ｑ：座右の銘、好きな言葉は何ですか？
Ａ：「お金は陰である」という言葉ですね。
Ｑ：初めて聞く言葉ですが、どのような意味ですか？
Ａ：例えば、建物に日が差したときに絶対に陰ができ
（修学旅行、沖縄の海にて）

ますね。それを、陽を「目的」、影を「それに必要な
お金」と置き換えて考えると、お金ばかり気にしてい

1 分では語り切れない深イイ話

ると建物を建てるという目的からそれたところへ行っ
てしまいます。

今回は、新任だけどベテラン、話の引き出しは無限
大。社会科の大石先生にインタビューした。

Ｑ：趣味は何ですか？
Ａ：海外旅行です。主にヨーロッパの方を回っていま

Ｑ：もともと塾講師だったお聞きしましたが、なぜ教

す。最近は、国内もよく行きます。

師に転身されたのですか？
Ａ：実は塾講師をしてい

Ｑ：今までに何カ国くらい行かれましたか？

た時から学校の先生にな

Ａ：20 カ国以上に行っています。旅行先ではシュノー

りたいと思っていました。

ケリングなど色々と楽しんでいます。海外旅行ならで

そしたら、勤務していた

はの新鮮な経験があって、とても考えさせられます。

塾が閉業してしまったの

（高１・稲葉）

で、思い切ってこの学校
に来ました。
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