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特集 『修学旅行』１０／１４～／１７

２年１組 舟木 真理子（邑楽南中出身）

高校に入学したときから、すごく楽しみにしてい

た修学旅行。きれいな海を見たり、沖縄ならではの

食べ物を食べたりしたいと、楽しいことばかり考え

ていました。

実際に行って

みて、もちろ

んとてもきれ

いなエメラル

ドグリーンの

海に感動した

し、初めて食

べる食べ物や、見た物、色々な驚きがありました。

しかし、私の中で一番印象に残っているのは平和

学習です。戦争を体験した人が少なくなっている中、

体験した方のお話を聞くことができて、とても貴重

な経験が出来たと思っています。私の祖父も戦争を

体験していて何回も当時の話は聞いていましたが、

実際の戦場となった沖縄の人々とは、当たり前です

が大きな違いがあり、知らなかったことだらけで衝

撃の連続でした。その話を聞いた後にひめゆりの塔、

資料館と旧海軍司令部壕跡に行ったので、より真剣

に見学できました。ひめゆりの塔、資料館では、ち

ょうど私達と

同じくらいの

年齢だった女

の子達につい

ての資料を見

ました。彼女

達は私には想

像も出来ない

恐怖と不安を抱えながら、傷ついた兵士を看病した

り、死んでいくところを見たりしていたと思うと、

とても辛くなり彼女達が残した日記を読みながら涙

が出そうになりました。旧海軍司令部壕跡では終戦

後７０年近く経った今も緊迫した雰囲気を感じまし

た。戦争で亡くなった方の名前が刻まれた石碑を見

ましたが、あまりにも多く、私が見たのはただの文

字だけれど、一人一人に家族がいて、生き方があり、

死に方があると考えさせられました。

今回の修学旅行は、たくさん学び、考え、友達と

感動を共有したり、初めての経験をしたりと、とて

も濃く充実した４日間でした。また普段の生活に戻

りますが、修学旅行で学んだ事、感じた事を忘れず

に生きていきたいと思っています。

２年２組 齋藤 洋子（千代田中出身）

今回の修学旅行では色々なことがあった。ビーチ

散策の時、友達とビチョビチョになるまで遊んだこ

と、美ら海水

族館の大きな

ジ ン ベ イ ザ

メ、初めて見

たエイサー、

国際通りでの

買い物、立派

で力強く美し

い真っ赤な首里城。私は今回、二度目の沖縄旅行と

なったが、前回の旅行とはまた違う旅行となった。

その中で私の心に一番残っているのは、三日目の

平和祈念堂での平和講話とひめゆりの塔・資料館

だ。

平和祈念堂で照屋盛行先生に平和講話をしていた

だいた。照屋先生は戦争に対して、強い怒りがある
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ように思えた。なぜ戦争を防ぐことが出来なかった

のか、なぜ沖縄の人々が犠牲にならなければいけな

かったのか、という照屋先生の思いがこの講話を通

して私達に伝わってきた。照屋先生の講話の中で、

とても印象に

残っている言

葉がある。そ

れは「自分の

弱さを認める

強さ」と「言

うべきところ

で言わないの

はいないのと

同じ」だ。「自分の弱さを認める強さ」は、負けず

嫌いで最後まで強がっているのではなく、早くあき

らめて自分達の身を守ることも大切だということで

はないかと思う。「言うべきところで言わないのは

いないのと同じ」は私にとって重要なことだと思っ

た。注意しなければいけないと思ってもなかなか注

意できない。この言葉を聞いて改善しなければいけ

ないと思った。

ひめゆりの塔・資料館では思わず言葉を失ってし

まうほど、彼女たちの人生の悲惨さに驚いた。私は

もっとひめゆり学徒隊について理解しなければいけ

ないと思った。

この四日間は高校生活において忘れられない思い

出となった。また、沖縄について学べるいい機会に

なった。これからも沖縄について理解を深めたいと

思った。

２年３組 納谷 愛実（館林二中出身）

１０月１４日、私達は高校生活で最初で最後の修

学旅行となる沖縄へ向かいました。私は飛行機は初

めてで、荷物

のことなどた

くさんの不安

がありました

が、無事皆で

沖縄にたどり

着き、万座毛

やホテル前で

のビーチ散策を楽しみ、一日目から沖縄を感じるこ

とができました。ホテルでも初めて一緒に泊まる仲

間と、トランプなどをして盛り上がったのを覚えて

います。

二日目は結構忙しく、まず今帰仁城跡へ行き、次

に美ら海水族館、嘉手納基地、そしてむら咲むらと

いうように四カ所を回りました。この中で特に印象

に残っているのはむら咲むらで、私はとんぼ玉づく

りを体験しました。二つのキレイな緑色のとんぼ玉

ができ、ひもを編むのに少し苦労しましたが、世界

に一つのストラップを作ることができました。夜の

エイサー鑑賞は迫力があって、つい見入ってしまい

ました。

三日目、私達は実際に戦争を経験した方の講話を

聞き、また、ひめゆりの塔と旧海軍司令部壕跡の見

学をしました。戦争の怖さや悲しさを肌で感じまし

た。すべてを知ることはできませんが、少しでも戦

争を知って、さらに多くの人へ伝えていきたいと思

いました。その後には国際通りへ行き、班で色々な

店を回って、集合時間の心配で少し疲れましたが、

とても強く思い出に残る1日となりました。

そして四日

目、ついに最

終日となり、

最後に首里城

へ向かいまし

た。そこは歴

史が好きな私

にはとても楽

しみだった場所なので、よく印象に残っています。

その日はあいにくの雨でしたが、とてもいい思い出

になりました。

最後に、修学旅行というこの多人数での旅行は、

もうなかなか出来ないものなので、終わってしまっ

て少し寂しく感じますが、たくさんの思い出や、色

々な発見、また学んだこともあり、とても良い経験

ができました。一生の思い出にしたいと思います。

２年４組 安良岡 真実（館林一中出身）

沖縄といえばきれいな海や空、多くの自然、おい

しい食べ物などと答える人が多いと思う。しかし、

私は、この修学旅行で今の沖縄の本当の姿を見た。

まずは嘉手納基地。道の駅かでなから基地の様子

を見学した。目の前には軍の飛行機が使う滑走路が

はるか遠くまで続いていた。県の２０％が基地だと
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いうことを実感した。

三日目は平和

祈念堂で講話を

聞き、ひめゆり

の塔と旧海軍司

令部壕跡を見学

した。平和祈念

堂での講話は体

験談ということ

もあって生々しかったし、戦争だけではなく、米軍

問題やオスプレイといった現代の問題についてのお

話もあり、本土と呼ばれる所の人と地元沖縄の人と

の考えや思いの深さに差があると思った。領土問題

や特攻隊については、本のタイトルや著者などもお

話しされていたので、時間があったら探してみたい

と思う。

ひめゆりの塔・資料館には本物のガマ（洞窟）や

彼女たちの身につけていた制服や持ち物があった。

戦争で自分たちが戦うことは授業の延長戦だと思っ

ていたという言葉は、どれだけ当時の学生達がその

酷い状況に慣れてしまっていたのかを表していた。

旧海軍司令部

壕跡では手榴弾

の跡が残った壁

や実際に家族に

送られた手紙な

どを見た。どん

なに立場の高い

人でも普通の人

だったのだなと、我が子を思う手紙を読んで涙が出

そうだった。

沖縄には表向きの明るさだけでなく、今なお解決

されていない問題がたくさんある。ニュースや新聞

などで知るそれらを、「沖縄」の問題ではなく「日

本」の問題だと思うべきだと思うし、もっと知るべ

きだと思った。

２年５組 根本 果菜子（板倉中出身）

「せーの」でジャンプして踏んだ沖縄の土地。雨

も降ってきて湿気が多かったため、あまり群馬と変

わらないな、と沖縄に来たという実感がなかった。

沖縄に来たと実感したのはホテルの部屋から海を見

た時だ。今まで自分が見てきた海とは比べものにな

らないくらい水がきれいで、写真を見ているようだ

った。

私が特に衝撃を受けたのは、嘉手納基地だ。沖縄

には日本にある米軍基地の約７割があることは知っ

ていたが、実際に行ってみるとそこはもはや日本で

はないと思った。一つの柵を越えるだけでもその土

地にはアメリカ人が暮らしている。日本にあるのに

日本人が入れない場所。日本人が生活していないの

に、日本人がアメリカ人の生活を保護しなければな

らない状況。「日米安全保障条約」という一つの条

約でこんなにも人々の生活を変えてしまうんだと改

めて沖縄の置かれている状況を実感した。

ひめゆりの塔や資料館は正直なところ、行きたく

なかった。以前長崎の資料館に行ってかなりの衝撃

を受けていて、本当に怖かったからだ。ひめゆり学

徒隊は私たちと同じ学年の人もいて、戦争を身近に

感じた。もし自分が同じ時代に生きていたらと考え

ると、絶対に体験したくないことだと思った。しか

し、自分が体験しなくてすんだのはこの方たちの死

があったからだと思うと、やはり戦争の事実から目

を背けてはい

けないし、た

とえ生きてい

る時代は違っ

ても同じ日本

人として知っ

ておくべきだ

と思った。

私たちは今普通に学校に通えること、平和が常に

あることをもっと幸せに感じなければならないと思

う。今回の修学旅行では楽しかっただけではなく、

日本の歴史を感じることができたと思った。そして

そのことを次世代に伝えていくべきだと思った。

２年６組 新井 真純（邑楽中出身）

まず初めに『修学旅行』とは。『生徒や児童が知

識や教養をひろめたり、実地に学習したりする目的

で行う集団旅行』です。

出発前の学年集会はとても集団旅行ができる状態

ではありませんでした。先生方のお話の最中でもザ

ワザワと何十人もの小声が重なって雑音となってい

ました。修学旅行の本来の意味とずれたとらえ方を

している人が多かったからだと思いました。実際私
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自身も同じでした。

今回の旅の

中で私に強烈

な印象を残し

たのはひめゆ

りの塔を訪れ

た時の事です。

事前学習で軽

くふれてはい

たものの、実際に自分の生身で感じる空気からは比

べものにならないほどの重圧を感じました。

実際に使われていた壕、遺品やひめゆり学徒隊の

方々一人一人のお写真など、見ているだけで涙があ

ふれてきました。真っ暗な壕の中、どんな思いで負

傷者の手当を行っていたのだろうと思いました。

館内で放映

されていたビ

デオを友人と

観ました。そ

の中の体験談

に、友人と手

を取り合って

逃げたが生き

別れてしまったというお話がありました。それを聴

いて私たちはお互いの手を握り合っていました。

ホテルに帰りその日感じた事について友達と話し

ました。ふとテレビをつけると、その日沖縄で起き

た米兵による日本人女性暴行についてのニュースが

流れていました。私たちは怖くなりました。

沖縄の過去や現在について、ネットで検索すれば

すぐに答えは出てきます。しかし、そこには実際の

空気や匂いや肌で感じるものはありません。修学旅

行で沖縄を訪れたからこそ得たものがたくさんあり

ました。それにより知識も教養も少しだけ広がった

ように思えます。修学旅行の本来の目的を達成でき

ました。沖縄に感謝です。

１２月 行事予定

１（土） （代行員不在）

２（日） （代行員不在）

３（月） 期末テスト（二日目）

４（火） 期末テスト（三日目）

５（水） 期末テスト（四日目）

第６回服装頭髪指導

７（金） 第４回PTA本部役員会

８（土） 土曜課外

１３（木） 道徳教育研究会

１５（土） 土曜課外

１８（火） おはなしコンサート（１年６限）

２０（木） 予餞会

２１（金） 終業式

大掃除・安全点検

２３（日） 天皇誕生日（代行員不在）

２４（月） 振替休日 （代行員不在）

２５（火） 冬季休業

１・２年冬季全員課外

３年センター受験者直前課外

２６（水） １・２年冬季全員課外

３年センター受験者直前課外

２７（木） １・２年冬季全員課外

３年センター受験者直前課外

２８（金） １・２年冬季全員課外

３年センター受験者直前課外

２９（土） 学校閉館日

３０（日） 学校閉館日

３１（月） 学校閉館日


