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学校だより

※武蔵のように文武二道いわゆる文武両道を目指します。
る」ことが目的です。沖縄には琉
Ｃｏｎｔｅｎｔｓ
球語があって、バスガイドさんが んは、終戦の1945年生まれ、お
・２学年修学旅行特集
何度か話されましたが、ひとつも 母さんにだっこされて、空襲から
わかりませんでした。熊本弁も他 逃げ続けたそうです。記憶のない
●ゆいまーるがテーマ 県の人からしたら、わからないと 久保田さんにお母さんは、80歳
２年生(４学級119名)は12月1 よく言われますが、温かいいい言 を過ぎてから、その時のことを話
してくれるようになったと言われ
日(日)～３日(火)の2泊3日で、沖 葉がたくさんあって、この｢ゆい
(裏面に続く)
まーる｣は助け合う、一緒に頑張
縄県へ修学旅行に行ってきまし
た。学年テーマは「ゆいまーる～ ろうという意味で使われていま
す。平和を願い、力を合わせて
仲間と協力し、命の大切さを学
戦った人々の生きる喜び、笑顔、
び、最高の3日間に～」です。
「沖縄の自然や文化について直接 楽しみなど人間の絆を意味する言
見学体験し、これまでの学習を振 葉です。
那覇に到着してすぐに、糸満市
り返りを行い、より確かなものに
する」ことや「沖縄戦の事実につ の平和祈念資料館に入り、平和講
いて学び、平和について深く考え 話を聞きました。講師の久保田さ
12月１日(日)
時間

場所

7:40 体育館
8:15

１日目
活動内容

生徒登校
●出発式 ①開会

②校長あいさ

つ

③学年主任あいさ

つ

④実行委員長挨拶

12月２日(月)
時間

２日目

場所

活動内容

8:50

11:10 熊本空港発

7:00 食事会場

朝食バイキング

7:00 地下食事会場

朝食バイキング

班ごと

7:30 各自部屋

荷物整理、退所確認

集会

8:15

8:15 大研修室

●バス乗車

8:30 美ら海水族館

写真撮影
見学、買い物

9:00 ひめゆりの塔
手荷物検査
機内で弁当昼食

平和祈念セレモニー

イルカショー

ひめゆり平和

10:55

祈念資料館

11:30 お菓子御殿名護

10:20

13:10

11:00 識名園着

●バス乗車 那覇バス1～3号車

活動内容

6:30

12:50 那覇空港着
14:00 平和祈念公園

場所

起床、荷物整理

⑥閉会

●バス乗車

9:30 熊本空港着

時間

３日目

6:30 各自部屋

⑤添乗員、カメラマン
紹介

12月３日(火)

●バス乗車

資料館をバックに写真

●バス乗車
店

写真撮影

12:20

昼食(タコライス)
買い物

●バス乗車

園内見学

撮影

11:40

●バス乗車

平和講話

12:00 国際通り着

13:50 那覇空港着
各自昼食・買い物

講師：久保田暁さん

15:10 那覇空港出発

(平和祈念資料館友の会)

15:40 糸数アブチラガマ着 1組15:40～16:40
2組16:00～17:00

14:00

●バス乗車

15:00 むら咲むら着

3組16:20～17:20

16:40 熊本空港着
各自選択体験学習

17:00 解散式

②校長あいさ

つ

③学年主任あいさ

レーム、サーターアンダギー

つ

④実行委員お礼の

作り、シーサー色付け、スト

18:00 沖縄国際ユース

①開会

・バンダナ染め物、フォトフ

言葉

ラップ作り

ホステル着

⑤添乗員、カメ

ラマン挨拶

18:30 １階食事会場

夕食

16:30

19:00 ２階大浴場

入浴

18:00 本部グリーン

●バス乗車

⑥閉会

21:00 ２階大研修室

班長会議

21:30 各自部屋

班会議

18:30 地下食事会場

夕食

22:00

消灯

19:00 各自部屋

入浴

21:00 １階ラウンジ

班長会議

21:30 各自部屋

班会議

22:00

消灯

18:00 武蔵中到着

パークホテル着

⑤諸連絡

平和祈念堂

ひめゆり学徒隊が配属され、負傷
兵の看護をする場所になりまし
た。私たちは、体験するために、
軍手とカッパを身に着けて、懐中
電灯を持って中に入りました。全
長270mの暗い洞窟で、沖縄戦の
むごさを肌で感じる貴重な体験が
できました。

●ひめゆりの塔
広大な池には鯉が泳いでいて気持
ちがよかったです。気温が20℃
を超えていました。琉球の赤い瓦
の番屋があり、いかにも沖縄らし
い風情でした。また、庭園内の路
には両側に｢デイゴ｣や｢ガジュマ
ル｣の木が植えられていて、南国
ならではの植栽も見られました。

ていました。沖縄戦は“ありった
けの地獄の戦争”だったと表現さ
れました。最後に戦争を起こすの
は人、平和を築くのも人、二度と
悲惨な戦争のない世でありたいと
語ってくださいました。

●美ら海水族館

●糸数アブチラガマ
南城市糸数(いとかず)のアブチラ
ガマに入りました。アブは深い縦
の洞窟、チラは崖、ガマは洞窟を
意味します。南風原陸軍病院分室
となり、壕の中では軍医、看護師

2日目はまず、ひめゆりの塔と
資料館に行きました。たくさんの
修学旅行生が来ていました。自分
たちの番が来たら、塔の前で、全
員で平和への願いを群読し、折り
鶴を奉納しました。資料館の中に
は、命を落としたひめゆり学徒隊
の方々の写真が飾ってありまし
た。静かに祈りを捧げながら見学
させていただきました。

3日目の水族館ではジンベイザ
メが優雅にコバンザメを連れて泳
次に那覇市にある識名園(しきな いでいました。マンタやウミガメ
えん)に行きました。これは世界遺 など、すぐ近くで見ることができ
産にも登録されている琉球庭園で ました。

●識名園

●二年生パワー！
１日目の夕食はステーキやエビ
フライがついた豪華ディナーでし
た。ご飯とスープ、飲み物はおか
わり自由でした。予想通り、おか
わり用のジャーはすぐにすっから
かん。急いで追加のご飯を準備し
ていただき、入浴時間を３０分ず
らして、おなかいっぱいいただき
ました。ユースホステルの方が、
また、２日目の国際通りでの自
「こんなに食べる生徒さん、初め 由行動へ行くときの、バスの降車
てです。甘かったです。」と感動 のダッシュはすごかったです。ガ
なさっていました。
イドさんが長時間はかけられない
❀保護者や地域の皆様に情報発信ができるよう
ホームページで、学校のようすや行事等は載せ
ていこうと考えています。皆さんからも情報を
お寄せください。

のでと心配なさっていましたが、
ものの１分もかからない機敏さで
した。３日間、天気の心配もいら
ず元気に楽しんでいました。

熊本市立武蔵中学校 熊本市北区武蔵ケ丘4丁目19-1
http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/
sch/j/musashi/

電話: 096（338）5430
FAX: 096（338）5468

