
『南城で世界は一つになる！！！』 

“The world become one in Nanjo!!!” 

 

知念校長先生は、そう僕たちにおっしゃいました。 

That's what Mr. Chinen told us. 

 

２日前。僕たちの学校で、授業が始まりました。 

Two days ago, our school, Okinawa International School, started the new classes after the long 

summer break. 

 

特別な授業です。待ちに待った、南城「新」キャンパスでの授業だからです。 

We felt it was a special day because we were waiting our school life to start in a new campus in Nanjo. 

 

ひろい玄関ホール。 

You can see first the wide entrance hall when you come to this building. 

 

一階は、僕たちの後輩たち、小学部の生徒達。オレンジ色で統一されて、かわいい空間です。 

On the first floor, the elementary school students are studying in a cozy space that is unified in orange 

color. 

 

二階は、来年入学してくる高校生のお兄さんやお姉さん用。イメージカラーはブルー。南城の海をイメー

ジしているそうです。知的な色です。 

The second floor is for high school students who will enter OIS from next year. The theme color is blue. 

The blue signifies the ocean of Nanjo. 

 

三階は、僕たちMiddle Schoolの階で、イメージカラーはグリーン。きっと緑あふれる南城市をイメージ

しているのだと思います。 

And we, as the middle school students, are studying on the third floor. The theme color is green. I’m 

sure that the green is the image of Nanjo, which is full of greenery.  

 

そして、もう一つ。 

And one more thing… 

 

僕たちの授業は特別です。 

Our classes are special. 

 

国際バカロレア、インターナショナルバカロレアという世界的に有名なプログラムが、なんと英語と日本

語の二言語で、てまひまかけて行われています。 

Because our school is conducted in two languages, English and Japanese, with World-famous 

programs, International Baccalaureate. 

 



最近のことばで言うと、探求型学習が、きびしいルールに沿って、行われているのです。 

Our classes are inquiry-based learning in strict rules. 

 

たくさんの本を読みます。 

We read a great deal of books. 

 

たくさん議論、ディスカッションをおこないます。そして、たくさん発表、プレゼンを行います。 

We participate in discussions and give presentations many times. 

 

たくさんレポート・小論文を書きます。 

We write a plenty of reports and essays. 

 

宿題もたくさん出ます。 

We must submit many homework.  

 

しめきりは、どんな理由があっても待ってくれません。 

Our teachers don’t allow us to submit the homework late for any reasons. 

 

正直、時々、くじけそうになる時もありますが、そんな時は、南城の海をながめて癒されています。 

To be honest, we sometimes feel discouraged because of the amount of works. However, the ocean blue 

of Nanjo will heal our hearts. 

 

けれども、ぼくたちは、ぐうぜん南城に来たのではありません。 

We did not come to Nanjo coincidentally. 

 

南城から見える、世界遺産セーファーウタキの海は、アジア、そして、世界へとつながっていると知念校

長先生は僕たちに言いました。 

Mr. Chinen told us that the ocean of the world heritage Safter Utaki is connected to Asia and all 

countries in the world. 

 

ここ南城から、沖縄だけではなく、日本の国際化が始まると言いました。 

He also said that Japan’s internationalization begins not only from Okinawa. It begins from here in 

Nanjo. 

 

けれども、目を凝らしても、アジアも世界も見えません。 

However, I can not see Asia or any world even if I open my eyes widely. 

 

きっと、想像力を、そうです、想像する力、イマジネーション、イスピレーションを使うと、きっと見え

てくるのかもしれません。 

Well… maybe in my imagination…  

Yes, I’m sure that we may be able to see the world from here if we use imagination and inspiration. 



 

『南城で世界は一つになる！！！』 

すこしだけわかったような気がします。 

I think I understand a little what Mr. Chinen meant by “The world become one in Nanjo!!!”  

 

それもこれも、オキナワインターナショナルスクールが、南城市にできたからこそ、かなう夢なのだと思

います！ 

I think this is a first step to our goal “to become a person who helps for world peace” since Okinawa 

International School was able to move to Nanjo. 

 

ありがとう、ナンジー！ 

Thank you, Nanjii! 

 

大好き、ナンジー！ 

We love you, Nanjii! 

 

 


