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沖縄も暑さが和らぎ、朝夕の涼しさで読書意
欲がわいてきます。読書月間は、感動する本に
出会えたでしょうか。読書習慣は、一生涯問題
解決の礎になってくれます。書物から得られる
知識ははかり知れません。10 月 22 日(木)実施し
た放送朝会(図書委員会担当)から、「おすすめの
本紹介」を掲載します。

私が紹介する本は、『昔話法廷』です。
この本は、被告人は友人のキリギリスを見殺

しにした「アリとキリギリス」のアリ。自分の
下を切ったおばさんを殺そうとした「舌切りス
ズメ」のスズメ。そして、地上に帰ると別れを
切り出した浦島太郎を殺そうとした「浦島太郎」
の乙姫。昔話の登場人物達を現代の法律で裁く
という不思議な話です。オススメのシーンは、「ア
リとキリギリス」の裁判のワンシーンです。キ
リギリスが食料を自分で探さずにアリに頼んだ
けど、アリは断ってしまいキリギリスが死んで
しまいます。そのため、アリが有罪なのか無罪
なのかを裁判で争っていきます。裁判の結果は、
この本では出ません。読んだ人が、これまでの
裁判での証言から有罪か無罪かを考えます。私
がなぜこのシーンをオススメしたかというと、
裁判で現在の法律の仕組みも学べて、弁護人が、
アリは有罪か無罪かを言い争っている所が一番
印象に残ったからです。 １年２組 長峯彩心

私が紹介する本は、『ネルソン・マンデラ』で
す。 この本は、南アフリカを舞台にした実話
です。「ネルソン・マンデラ」とい人が、人種差
別と一生をかけて戦う話です。白人と黒人の権
利の平等を目指して戦います。南アフリカで生
まれ、白人から差別を受けても暴力で解決せず
に話し合いで解決しようとする父の権威ある姿
を見て、南アフリカから黒人差別を無くそうと
決めました。その頃の南アフリカでは、黒人は
白人と同じコップを使ってはいけない。バスに
乗ってはいけない。白人の言うことを聞かなけ
ればならない。など、黒人にとってはとても不
利な条件での生活が続いていました。ネルソン
・マンデラは、2013 年 12 月５日、95 歳で亡くな
るまで、最後の１秒まで戦い続けた人でした。
僕が、この本でオススメする所は、「南アフリカ
の法律は誰のためのものですか？」「南アフリカ
にとって、黒人はなんなのでしょう？」「僕は、
南アフリカに自由と平等、真の民主主義が来る
その日まで闘争を続けます。必要なら命をも捨
てる覚悟も出来ています。」と語るところです。
この言葉に感動しました。自分の愛する国、ア
フリカで生涯をかけて人種差別を無くそうとす
るその姿に、とてもすごい姿だと感じました。
結果、ネルソン・マンデラは大統領まで上り詰
め、黒人だけでなく白人まで、大切にしました。
皆さんも是非読んでみて下さい。

１年１組 本永裕貴

私が紹介する本は、『タラ・ダンカン シリー
ズ』です。この本の大まかな内容は、フランス
の平和な村に住んでいた 12 歳の少女タラに、あ
る日突然とてつもなく強い魔力を持っている事
が発覚。その力を巡り、別世界(オートルモンド)
という惑星で様々な事件が起こります。作者は
ソフィー・オドゥワンニマミコニアンさんで、
図書館には 10 巻まであり、すべて上・下巻構成
となっています。この本の見所は、まず中学生
の私たちとタラの年がとても近く、共感できる
事が沢山あることです。また、全ての表紙を日
本人イラストレーターの村田蓮爾さんのイラス
トが飾り、毎回借りるごとに表紙に誰が登場す
るのか楽しみになります。また、タラには５人
の仲間がいて、タラがどんなに危険な事件に巻
き込まれようと、必ず助けに来てくれる仲間た
ちの勇気ある行動にも感動します。

２年１組 新垣ひいろ

私が紹介する本は、『なぜ僕らは働くのか』で
す。
この本は、池上彰さんが作ってくれた、これ

からの近い将来、私たちのはどうすべきなのが
考える本です。漫画で分かり易くなっていて、
小説を読んで難しいと思う人でも内容をある程
度知ることが出来ます。この本のオススメポイ
ントは、漫画のページの後にある、働く仕事に
ついてまとめられた所です。例えば、自分が好
きだったことを仕事にしたり、全然関係ない仕
事から後に趣味になったりということや、私た
ちが本などを買っていると社会貢献になってお
り、買う人、作る人、売る人などの１つのもの
に色々な人が関わっている事がわかり、働くこ
とでの知識も得られます。 ２年１組 國吉律希

私が紹介する本は、『本当は怖い世界史』です。
この本は、一度は名前を聞いたことのある偉

人達の意外な一面やゾッとするエピソードを集
めた本です。キュリー夫人が放射性物質(ラジウ
ム)に素手で触れて平気だった理由や周囲が隠し
続けたガンジーの秘密など、驚く話ばかりで読
んでいて楽しいです。この本を読めば、偉人達
へのイメージが 180 °変わり、雲の上の存在だっ
た偉人が身近な存在になるはずです。私が１番
印象に残った話はナイチンゲールについてです。
「クリミアの天使」と呼ばれていたナイチンゲ
ールですが、クリミア戦争では最も死者を出し
てしまったのが彼女の病院だったそうです。こ
のよに、教科書に載っていない話も満載で、比
べながらこの本を読むのもおもしろいかも知れ
ません。 ３年２組 玉城ナツ



走る時に重要なことは、これまでに指導しても
らった事を踏まえて走ること。その指導を受け
て、自分の体力に合わせて走ることが重要です。
しかし、これよりも更に重要な事をアドバイス
します。人は、自分が持っている以上の力を発
揮することが色々な場面であります。力以上の
力を出すためには「仲間の存在」がとても大切
になります。夏から厳しい練習を乗り越えた「仲
間の存在」こそ真の自己の力になります。きつ
い時こそ仲間の顔を思い浮かべ走り切って下さ
い。
『仲間の存在＞技術・メンタル・体力』なので
す。これまで支えて下さった方々の分も背負っ
て、最高に楽しいレースにして下さいネ！

総監督 手登根良太

「駅伝は一人じゃない。チームとして襷を繋
ぐ」この言葉から始まった駅伝練習。日々の練
習の中でタイムが伸びずに悩んだこともあった
と思います。それでも、一人一人がチームとし
て声を掛け合い、更に表情も良くなっていく、
雰囲気も良くなっている姿に感動と感謝でいっ
ぱいです。本番は、襷は繋がず各学校で走るこ
とになりましたが、このチームなら必ず良い結
果を残せると信じています。やれば出来る。ベ
ストを尽くせ !! 男子コーチ 渡久山寿徳

様々な思いがあるでしょう。「怖い」「不安」「自
信がない」「自分はできるのか」などのマイナス
な事を思っている選手がほとんどだと思います。
しかし、７月の後半から走り込み「きつい時も
歯を食いしばって頑張ってきたじゃないか」君
なら出来る。
Yes,you can. Yes,we can!!
The best way to cheer yourself up is to cheer somebody
else up.
［自分も元気付ける一番良い方法は誰か他の人
を元気付けることだ。］

女子コーチ 普久原朝英

僕は、この３年間、夏季総体、那覇地区陸上
大会を終えると、気持ちを切り換えて駅伝練習
に励んできました。1 年生の時は緊張しながら、
朝・放課後練習に参加し、先輩に少しでも追い
つこうと必死に取り組みました。しかし、先輩
方のレベルが高く選手団として本島に行くこと
ができませんでした。２年生の時は補員として
大会に参加したものの、選手としてレースに出
場することはありませんでした。そのため、今
年度の那覇地区駅伝競争大会は、最初で最後の
出場経験となります。今までの練習の成果を発
揮し、記録は勿論楽しい思い出を作ります。

３年 糸数逸晴

僕は、初めての駅伝大会なので、いいタイム
を出してチームの役に立つことを目標に朝練・
放課後練・自主練など、沢山練習してきました。
だから、練習の成果を発揮できるように堂々と
走りたいと思います。 ３年 國吉悠矢

僕は、那覇地区駅伝競走大会に選ばれました。
日頃から朝練・放課後練や自主練をきつくても
やり抜きました。選手に選ばれたので、参加で
きない人の分、日頃の練習の成果を十分に発揮
できるように頑張ります。 ３年 保久村颯也

初めて駅伝競走大会に出るので、チームを支
えられるように最後まで諦めずに走りたいです。
また、集中するときと、しなくてもいい時でメ
リハリをしっかり付けたいです。そして、３年
生は最後の大会なので朝練や放課後練を頑張っ

て来たので、その分も出し切りたいです。
３年 前兼久勝己

自分は、短距離専門で長距離はあまり得意で
ないけど、駅伝メンバーに選ばれたからには、
自分の力を出し切れたらいいなと思いました。
３年生は、最後の大会なので頑張っていきたい
し、ちょっと違うやり方なので一生懸命走れた
らいいです。 ３年 中村一輝

那覇地区駅伝競走大会で頑張りたいことは、
上位６人の中に入ることです。今まで、駅伝の
練習はとてもきつくて「やりたくない」や「だ
るい」「疲れた」など思うことが沢山ありました。
しかし、先生方や先輩方がアップのやり方やど
んなアップが重要なのかなど、とても丁寧に教
えてくれたので嬉しく思いました。皆のために
も精一杯走りきりです。 ２年 比嘉輝

私は、那覇地区駅伝競走大会で 11 分 30 秒以内
で走るという目標があります。その目標を達成
するために、今からでも生活習慣を見直したり、
駅伝練習後にアイシングやストレッチんどを行
い、体のケアもしかりやりたいです。

２年 安里将

今年の駅伝は、コロナのせいで、違う形でや
りますが、走る距離や走ることは変わりないの
で真剣にしっかりと走り、目標の 10 分台で走れ
たらいいなと思います。皆で走りきって１時間
で走れたらいいなと思っています。

２年 宇根衣玲葉

僕の駅伝での目標は２つあります。１つ目は、
11 分台で走ることです。自己ベストを出せるよ
うに頑張りたいです。２つ目は、ケガをしない
ようにしたいです。無理をしないで、自分の力
を出していきたいです。僕は、駅伝に参加する
のが初めてなので、緊張しますが練習の成果を
発揮できるように頑張ります。２年 仲宗根愛音

駅伝大会に参加して、チームのためにタスキ
を繋ぐことが出来るようにしっかり頑張りたい
です。また、自己の目標として、3000m の自己ベ
ストを更新するということを立てました。それ
に向けて、これまで朝練・放課後練を頑張って
きたので、その成果を出すことが出来るように
したいです。 １年 遠藤蒼大

私が那覇地区駅伝競走大会で頑張りたいこと
は、今までの練習を発揮し、自分の目標である
８分台で走り切りたいです。また、合同記録会
で出したタイムを上回れるように全力を尽くし
て頑張っていきたいです。 ３年 本永姫亜来

私が那覇地区駅伝競走大会に行って頑張りた
いことは、まず、３年生は最後の駅伝なので、
これまで練習してきたことを発揮できるように
頑張りたいです。今回は、いつもと違うと思う
から良い記録が出せるか分からないが、付いて
いけるように頑張り自己ベストを出して悔いの
残らないように頑張って行きたいです。これか
ら、このメンバー、チームとも最後なので協力
し、お互い自己ベストを出していきたいです。

３年 仲原結華

私たちは、駅伝のために色々な練習をしてき
たので、本番では悔いの残らないように頑張り
ます。駅伝では、自己ベストを更新し、７分台
で走れるようにしたいです。今回は、コロナの
影響で大会の形は変わるかも知れませんが、ど
んな形でも全力を出せるように頑張ります。

２年 渡慶次伶来


