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情報交差点・心と心の交わり

あじま～

大宜味村教育委員会
電話４４－３００６
FAX ４４ー３０２９

初の頂点 !!

大宜味中学校

ソフトテニス女子団体優勝
個人戦

平良・大城ペア準優勝

第 39 回沖縄県中学校総合体育大会
７月 22 日～ 26 日まで行われた沖縄県中学校総合体育大会で大宜味中学校のソフトテニス女子
が接戦を制し、初の団体優勝、個人戦では平良結女花・大城真奈ペアが準優勝を果たしました。
平日の部活動だけでなく、土日は１日中練習に励み、体も心もたくましくなった部員たち。決
勝戦は攻めるボールではなく、凌ぐボールをつなぎ、耐えて耐えて決める粘りのプレーだったと
言います。今回の勝因について、主将の比嘉明日香さんは「地区大会でも３位とこれまでなかな
か優勝に届かず悔しい思いをした。優勝してコーチを喜ばせたく、この大会ではみんなで優勝を
目指した。勝ちにこだわるのではなく、一人一人が精いっぱい全力のプレーをしようと気合を入
れた。みんなの気持ちが一つになれたことが優勝に繋がった。」と話してくれました。
次の試合は沖縄での開催となる九州大会。８月６日～８日に県総合運動公園庭球場で行われま
す。たくさんの声援が力になると思います。ぜひ応援にいらしてください。
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ママと一緒
楽しっ♪

琉神
マブヤ～
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みんなで踊ろっ !!
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自分たちの住む村を知ろう !!

始まるよ～っ !!

～３、４年生村内めぐり～

大宜味村内にはどんな集落があるか？どんな施設があるか？村の土地の様子や土地がどのように使われ
ているか？村内ではどのようなものが生産され、生産や販売にはどのような人たちがたずさわっているの
か？を学ぶため、６月 29 日（金）、村内４小学校３、４年生の村内めぐりが行われました。
各施設見学のほか、自分たちの校区について調べたことを学校ごとに発表しました。移動のバスの中で
も確認し合うなど練習の成果もあり、本番では堂々とした発表が見られました。
決まった !!

うまく
できたかな？

上等よ

塩屋小

津波小

えっ、まじ？

よっ、よろしく
お願いしま～す。

大宜味の子どもたちが
勉強に来るらしいよ。

お父さんと一緒に
カチャーシー♪♪

喜如嘉保育所

華麗なぶながや太鼓

ぶながや夕涼み会

喜如嘉小

大宜味小

学校紹介
施設見学
陶藝玉城

７月６日（金）に喜如嘉保育
所でぶながや夕涼み会、13 日
（金）に塩屋保育所でヤマシシっ
子夕涼み会が開催されました。
頼もしいヤマシシっ子たち

子どもたちの元気な姿に暑さ

きゆな牧場

ワイルドだろ～

も、雨も吹き飛び、集まった家

で工場見学♪

で牛やヤギと
触れ合ったよ♪

ろくろを使った成形を
披露してもらいました。

族や地域の方々みんなが笑顔に

石垣島サプライ

大宜味のシークヮサーは格別ですなぁ

なりました。
塩屋保育所

ヤマシシっ子夕涼み会
張り切って行くぞ～

おれだって、ワイルドだぜぃ

うまっ！

僕たちキマってる？
みんな、興味津々♪

芭蕉布会館
シークヮサー畑
夜まで元気 !!
憧れのお兄さん、お姉さん

みんなで弾けよう
真剣に話を聞いてメモを取ります

人間国宝の
平良敏子さん

村内めぐりを終え、
「いろんな施設を知ることができて良かった。」「みかん畑を見ることができてよかっ
た。将来はみかん農家になりたいと思った。」といった嬉しい感想が飛び出すなど、充実した時間を過ご
したことが伺えました。

３

保育所夕涼み会

４小村内めぐり
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第９回 元気！おおぎみ リクジョっ子大会

開会式

★大会新記録★
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（トラックの部）
100m 走

小学３年女子

外園

華音（大宜味） 16 秒 40

100m 走

小学５年女子

大嶺

莉央（塩

100m 走

中学３年女子

平良結女花（喜如嘉） 14 秒 80

されました。

屋） 15 秒 10

（フィールドの部）

イキイキとした子どもたち

各校区とも優勝を目指して練習に励み、トラック競技、フィール
ド競技、校区対抗リレーに挑みました。大会では 10 個の大会新記

波）

1m36cm

録と１つの大会記録が生まれ、児童生徒たちは日頃の練習の成果を

松田

鈴（大宜味）

1m52cm

発揮しました。

中学２年男子

渡部

遙（塩

5m09cm

ｳﾞｫｰﾃｯｸｽ

小学６年男子

比嘉開紀（津

波） 45m79cm

ｳﾞｫｰﾃｯｸｽ

小学６年女子

花城綾姫（津

波） 34m40cm

走り高跳び

中学３年女子

宮城玲奈（大宜味）

立ち幅跳び

小学１年女子

平良優奈（津

立ち幅跳び

小学２年女子

走り幅跳び

屋）

1m30cm

（リレー）
100m×４Ｒ

大宜味小６年
髙江洲択夢くん、與那嶺結依さん

今年も

嬉しい表彰台♪

全力疾走し

中学生男子

渡部遙・大城翔平・山城就・宮城大輔（塩

選手宣誓

７月７日（土）、第９回元気！おおぎみリクジョっ子大会が開催

よく晴れた青空のもと、

屋） 52 秒 60

みんなの応援を背に

◆大会記録◆
（フィールドの部）
走り高跳び

中学２年女子

大城沙采（塩

屋）

1m10cm

勢いよく投げ

閉会式

各競技で接戦が見られた本大会。気になる結果は・・・

喜如嘉小、 初優勝おめでとう !!

ちょっとお疲れモード？？
総合２位は、 塩屋小でした。
思い切り跳びあがり

スローモーション !?

男子の部１位喜如嘉校区、女子の部１位大宜味校区となり、総合の部では「一致団結」の合言葉で
接戦を奏した喜如嘉校区が念願の初優勝を成し遂げました。
７月 28 日、29 日には第 32 回新報児童オリンピック大会が沖縄県総合運動公園陸上競技場にて開催

一人一人が全力を出し切りました。

されます。今回のリクジョっ子大会で活躍を見せてくれた児童たちも数名出場します。
児童オリンピックでの活躍にも期待です。大会の結果については来月号で紹介したいと思います。
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第９回

リクジョっ子大会
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津波小

津波小１年

塩屋小

普段よりも細かい所まで、キレイ
に清掃する 6 学年。最高学年とし
ての見事な姿。
塩屋小１年

２．やきゅうぶで一生けんめいがんばる。
あきらめないでやる。
喜如嘉小５年

１．おおきくなったら、まじっくやさんに
なりたいです。
２．まじっくのべんきょう

山城願さん

１．じゅうい
２．学校の勉強で理科と算数を得意科目に
なるようにがんばりたいです。

平成 24 年度

キャリア教育推進月間

福祉活動に携わる方々のお仕事を
体験しました。
学びの多い活動になりました。

質問内容

１．あなたの夢は何ですか？

１．わたしのしょうらいのゆめは
けえきやさんときゃびんあてんだんとに
なることです。

２．夢ゆめをかなえるために、今しなければならないこと
これから頑張ろうと思うことは何ですか？

２．べんきょうとてつだいをがんばります。

大宜味中

塩屋小５年

大宜味中では７月２日～４日の３日間、村内外 13 事業所にて２年
生男子 13 名女子 14 名が職場体験を実施しました。

１．工業大学に行ってじせだいホビー型
小がたロボット「ＬＢＸ」や、
みんなをえがおにするロボットを作りたい。

喜如嘉小学校では、
児童に望ましい職業
観・勤労観を育む
『キャリア教育』の充
実を目的に本校６年
生９名（男子３名・
女子６名）が 6/28（木）に職場見学を実施した。
今回の職場見学は、基本的には保護者の職場を見学し、
学習内容を深めた。
ふだんなかなか保護者の職場を見学する機会が少ないの
で、児童にとっては、間近で保護者の職場を見学する機
会にも恵まれ、大変有意義な一日となった。

大宜味小

キャリア教育は、子どもたちが自らの力で生き方
を選択していくことができるよう、必要な能力や態
度を身につけることを目標とする教育です。
６月～７月は大宜味村キャリア教育推進月間と
なっており、各学校では講演会の実施や職場見学、
職場体験学習などの取り組みを行ってきました。
今回は各学校での活動と夢・語るウィークで出た
子どもたちの夢と夢に向かってがんばることを紹介
します。

夢 ・ 語るカードより

島袋鈴菜さん

大石圭延くん

喜如嘉小

２．べんきょうをがんばります。あいさつ
をがんばります。えがおをわすれません。
島袋楓真くん
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宮城天音くん

１．やきゅうせんしゅになりたいです。
ホームランをうちたいです。

一心寮護園での体験活動

朝の清掃活動

喜如嘉小２年

仲原望愛さん

１．おおきくなったら、クッキーやさんに
なりたいです。

津波小１年
「職場体験学習」機会を利用して大宜味中学校２年松
田美佐紀さんに中学校生活の様子や将来の夢について
話してもらいました。
「アイモコ」さんをお招きして、小さい頃の夢や自信
を持つことの素晴らしさについて話してもらいました。

２０１２年 （平成２４年） ８月１日

「私の原点 大宜味小学校」を演題として前田勇憲さん（大宜味区
出身）に、現在の仕事に就くまでのエピソードと「今の自分がある
のは大宜味小時代に過ごした自然と仲閒（ブナガヤも含む）である。」
ことを熱く語っていただきました。
大宜味小３年 外園華音さん
大宜味小６年 金城元汰くん
１．オリンピックのせんしゅに
１．将来の夢はプロバスケット選手に
なりたい。
なりたいです。
２．もっと早く走れるように
２．まずは、部活をがんばることと、
たいりょくづくりと
英語をがんばることです。
べんきょうをがんばる。

大宜味中１年

山城萌恵さん

１．私の将来の夢は小学校の先生です。生徒にやさしく時には厳しく教えたいです。
２．今しなければならないことは、勉強や部活を一生懸命頑張る。何事にも挑戦する。

２．科学や数学をたくさんべんきょうしたい。

大宜味中２年

吉本智稀くん

１．自衛隊に入って、災害などの時に多くの人々を助けたいです。
国頭消防本部

７

お菓子の EBISU

キャリア教育推進月間

２．まずは、勉強だと思います。それからスポーツなどもがんばろうと思います。

各学校の取り組み

６
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大宜味村・西会津町「体験の翼」交流団 ～入団式＆事前学習会～

７月９日（月）、平成 24 年度大宜味村・西会津町児童生徒交流団「体験の翼」の
入団式、17 日（火）に事前学習会が行われました。
今年度は男子８名、女子８名の児童生徒が入団。７月 25 日（水）から始まる交
流に向け、代表の挨拶決めや一緒に歌う歌の案を出すなど、交流会に向けての準備
をしました。西会津町の子どもたちとの交流については来月号のあじま～で紹介し
たいと思います。

班長：米須章仁

副班長：金城さくら

稲福蓮音

宮城佑喜乃

２班

班長：平良海斗

副班長：高江洲択夢

稲福倭子

大城美月

西会津町

副団長 宮城賢士
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カンと缶が大事です…。
平成 24 年度わんぱく体験団

第２回講座

「カンを活かして！じゅ～し～づくり♪」

６月 30 日、 大宜味村農村環境改善センターにてわんぱく体験団第２回講座 「カンを活かして！じゅ～し～
づくり」 が行われました。 廃材を使った固形燃料づくりから始まり、 空き缶を使った飯ごうづくり、 低学年と高

児童生徒交流団

引率
★ 今年度の団員です。福島の友達との交流を通してたくさん学んできてください。★

３班

平成２４年度

２０１２年 （平成２４年） ８月１日

学年に分かれて牛乳パックの燃料づくり、 米の準備、 空き缶かまどづくり、 じゅ～し～味付けの工程を終え、
いよいよ火入れとなりました。 燃料をくべ続けていないと火が消えてしまい、 何度も火を点けなおし、 もくもくと
あがる煙に目を痛めながらも完成！！みんなで美味しく頂きました。

団長 下地逸男
女子が米を研ぐ中…
低学年は燃料づくりに没頭し

事務局 宮城敦

男子はかまどづくりに精を出す

養護教諭 大城孝子

１班
早く炊き上げるコツは火を絶やさないこと !!

まいう～！
副班長：金城元汰

班長：照屋咲月

果たして出来栄えは…
んまっ！
新城寛真

おいしっ♪

平良日和理
この日はじゅ～し～づくりの他に活動班の目標決め、 夏のキャンプ
計画として、 「どこで何をするか？」 の話し合いも行われ、 ８月 15 日、
16 日に１泊２日で行われるキャンプは 「海で釣りとバーベキュー」 に決
まりました。 キャンプに向け、 着々と力をつけている団員たち。 今後
キャンプ地を決める運命の多数決

新城頼

９

與那嶺結依

國吉琴美

の活躍に期待です。

比嘉開紀

体験の翼入団式

わんぱく体験団
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教育委員と聞いたら「厳格」とか「お堅い」とかそんなイメージはありませんか？
大宜味村への熱い思いを持ちつつ、実は気さくな先生方。このコーナーではそんな先生方の教育に
対する思いや地域への思いなどを様々な形で紹介したいと思います。

教育委員だより
「時は金なり」フランクリン自伝を読んで
涌井充雄
１万円札の肖像は福沢諭吉ですが、アメリカの 100 ドル紙幣の肖像はご存知ですか？答えはベ
ンジャミン・フランクリンです。アメリカをもっと知るために、今なおアメリカ国民に敬愛され
るフランクリンについて調べてみました。

２０１２年 （平成２４年） ８月１日

大教委通信 No.２１１

夏真っ盛り、伸びざかり！

～喜如嘉小プール納め～

７月２日（月）、喜如嘉小でプール納めがありました。最後のプー
ルでは１、２年生はプール学習のまとめとして、水と親しむ水遊び、
３～６年生は記録会を行いました。 ６月１日のプール開きから
１か月。９～ 10 回の授業の中で児童たちはめきめき力をつけ、こ
の日の記録会では５、６年生全員が 200ｍを泳ぎ切りました。３、
４年生では 150ｍ達成者が５名おり、児童たちの成長ぶりに驚か
されました。
北城圭太先生は「息つぎがうまくできなかったり、緊張してし
まったりしてうまく泳げない子もいた。とくかく、浮け！と指導した。みんなだんだん泳げるようになっ
てきた。」と嬉しそうに話してくれました。

フランクリンと言えば、タコを用いた実験で雷が電気現象であることを実証し、避雷針を発明
したことで有名ですが、政治家、外交官としても活躍しアメリカ独立宣言起草委員の一人でもあ
ります。貧しい印刷工から身を起こし、出版業、著述業など数々の分野で成功します。『フラン
クリン自伝』は 65 才の時、息子に向けて書き始めたその反省の記録です。この中で人生を肯定
的にとらえ、「私は幸運な生涯を振り返って、私はいままでの生涯を初めから繰り返すことに少
しも異存はない」と言い切っています。同じ年ごろにさしかかっている我が身を振り返ると後悔
することばかりです。もし私が息子に語るならば、鉄は熱いうちに打て。鍛練には時期がある。

琉大に潜入 !! 大学生ってどんなぁ？

～琉球大学オープンキャンパス体験～

７月 21 日（土）、村学推家庭・地域教育部会の視察研修会で
琉球大学のオープンキャンパス体験ツアーが実施されました。
今回のオープンキャンパスには各学部の説明会に申し込んだ
高校生４名と中学生、小学生が参加。午前中は大城賢先生と村
出身の宮城知美さん（教育学部４年生）の案内で広いキャンパ
ス内を見学しました。

良い習慣を身に付けるのは若いうちだよ。若いころこうした本を読み、学んでおきなさい、と。
フランクリンの活躍した時代は、産業革命および資本主義の勃興期です。フランクリンは情報
の独占を排し、広く情報を公開し社会に役立てようとします。たとえは暖房にもよく、燃料の節
約になる画期的なオーブンストーブを発明し、その構造をパンフレットにして公開します。友人
に特許を取るように奨められますが、「われわれは他人の発明から多大の利益を受けているのだ
から、自分が発明した場合にも人の役に立つのを喜ぶべきで、それを惜しむことがあってはなら
ない。」と断ります。他に遠近両用メガネやロッキングチェアーなどもフランクリンの発明ですが、
特許は取らず社会に還元しました。
1730 年ごろのアメリカはイギリスの植民地で、情報は一部の人のもの。本も少なく高価でした。
フランクリンは読書と討論を通して「相互の向上」をはかることを目的に会員制クラブを組織し
ます。お互いの蔵書を持ち寄ったりお金を出し合い、会員制の図書館を作ります。アメリカで最

見学後には特別講義とし
て大城貞俊先生の講演会が行われ、夢をかなえるために必要な
７つのキーワードを教えてくれました。昼食後、高校生はそれ
ぞれの説明会に参加、小中学生は大学内にある風樹館を見学し
ました。
今回のオープンキャンパスでは大宜味出身の先輩に学内を案
内してもらい、学校生活の様子なども直接聞くことができまし
た。また、風樹館では世界で最初に発見されたイリオモテヤマネコの毛皮を見たり、ジュゴンの骨や
ヨナグニサンの繭から作った布に触れて重さや肌触りを確かめたり、「見て・触れて」沖縄の自然を
楽しく学ぶことができました。高校生にとっても小中学生にとっても貴重な体験となり、とても充実
した１日でした。

本 の 紹 介

初の公共図書館です。こうした図書館は他の町にも拡がり、アメリカ市民の知識水準を高めるの
に大いに役立ちました。「この図書館ができたおかげで、私はたえず勉強して修養しり便宜を得、
毎日１～２時間は勉強の時間にとっておき、こうして、かつて父が与えてくれるつもりでいて果
たせなかった高等教育の不足をある程度まで補うことができたので
ある。」
現代はフランクリンの時代に比べると、情報はあふれるほど豊富
で便利になりましたが、時間は一定ですから、たくさんのメディア
の中から本当に役立つ情報を選ぶことはある意味たいへんです。
生徒のみなさん、夏休みに伝記を読みましょう。
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教育委員だより

2004 年に大宜味小学校長を定年退職した金城勝也先生の自らの体験を絵本にした「ディキランヌーワラ
ビかつや」の改訂版が今年６月に発行されました。
昨年 12 月、大宜味小の大城先生と６年生がこの本を基に脚本を作り、
学芸会で「ディキランヌーワラビかつや」を演じたことが編集を進める
大きな力になったそうです。
「だれでも やる気のスイッチはある！」勝也先生の思いがたくさん詰
まった本です。
この本は村内学校の図書館に置いてあります。ディキランヌーにもディ
キヤーにも読んでほしい１冊。さぁ、みんな図書館に急げ !!

プール納め・お知らせ
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２０１２年 （平成２４年） ８月１日

ドゥーチュイムニー（独り言）
友寄景善

久しぶりに小学校のグラウンドが賑わい活気づいていた。放

課後、村内の児童が集合しグラウンドいっぱいに陸上の練習に

励み、普段は静かなグラウンドがこの日は歓声にあふれ、とて

も賑やかであった。この光景こそが本来の学校グラウンドの在

り方だと実感し、いつもこうあってほしいと思った。

第９回リクジョっ子大会を数日後に控え、大会場となる大宜

味小学校グラウンドは、他の小学校からも練習のため児童が訪

れ、指導に当たる先生方等、関係者で賑わった。炎天下の下、

各自の種目に応じて、実際のコースを走り、跳び、投げたりし

て懸命に練習していた。

多くの児童が集い練習しているのを目の当たりにすると、私

までも元気づけられ、なぜかファイトのようなものが湧き起

こってくる。大勢で練習することは互いがライバルであり、必

然的に練習にも気合いが入る。

ところで、各学校では小規模校化が進み、グラウンドで走り

回り運動する児童もめっきり少なくなった。広いグラウンドの

管理に苦慮し、雑草も時々目立つ。放課後には大勢の児童が走

り回り、歓声の響き合うグラウンドであってほしい。

友達は多いに越したことはない。多ければ多いほど良い。特

に小学校時代からの同級生は、生涯強い絆で結ばれ、何十年も

経過するとも、互いに緊密で良好な関係にある。

併置校時代の大宜味小中学校を卒業して四十数年になるが、

オリンピック開催の年ごとに同級生会を開いている。今年はそ

の年に当たり、九月に盛大に開催する準備を進めている。今回

も恩師の山城正二先生をお招きし、県内外から大勢が集まり、

小中学校時代へタイムスリップする。

多感な小中学校時代に、大ぜいの同級生と学び合い過ごせた

ことを幸せだと、今に思う。

今月の生きもの

大教委通信 No.２１１

オキナワコキクガシラコウモリ（キクガシラコウモリ科）
こっ、こんにちは。私、オキナワコキクガシラコウモリ
と申します。鼻のヒダヒダが、チャーミングでしょ？この
鼻がキクの花に似ているから、キクガシラって名前がつい
たの。私は普段みなさんが見かけるオリイオオコウモリさ
んと比べてとっても小さいし、パタパタ飛んでいる姿は虫
みたいだから、知っている人は少ないかも。私達小型コウ
モリは超音波を発し、虫を探して食べています。
小さいからってなめないで。すごい能力の持ち主なんです。

～編集後記～
夏休みに入って約２週間。 みなさんいかがお過ごしですか？ プールに祭りにキャンプに部活に !? 楽しく
充実した毎日を送っていることではないでしょうか？ でも、 気をつけて！！楽しい夏休みにも終わりがきま
す。 最後の日に泣きながら家族に手伝ってもらって宿題をやるはめになんてならないで。 新学期に余裕で
登校できるよう、 しっかり計画を立てて過ごしましょう。
１日（水）区長会・プール開放
２日（木）海外短期留学 帰国

19 日（日）国頭郡球格技大会

３日（金）プール開放

24 日（金）海外短期留学報告会

６日（月）水泳教室（～ 10 日）・プール開放

大中 PTA 美化作業（～ 27 日）

８日（水）プール開放

25 日（土）郡バスケットボール大会（～ 26 日）

11 日（土）村夏祭り（～ 12 日）

26 日（日）郡サッカー大会

14 日（火）わんぱくキャンプ準備

郡ボウリング大会

30 日（木）旧盆（ウンケー）
15 日（水）わんぱくキャンプ（～ 16 日）
村教職員夏季体験講座（～ 17 日） 31 日（金）旧盆（中の日）
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