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情報交差点・心と心の交わり

あじま～

中学校男子ソフトテニス個人戦

宮城壱聖、仲原広大ペア優勝！！

第 29 回新報杯北部地区中学校ソフトテニス大会

快挙！！

大宜味村教育委員会
電話４４－３００６
FAX ４４ー３０２９

８月 15 日（水）、16 日（木）に名護市営庭球場で行われた第 29 回新報杯北部地区中学校ソ
フトテニス大会男子で、大宜味中の宮城壱聖くん（２年生）、仲原広大くん（１年生）ペアが
個人戦で初優勝、団体戦では３位、女子は個人戦で平良琴音さん（２年生）、稲福珠音さん（１
年生）ペアが優勝、嵩原輝子さん（２年生）、福地楽さん（１年生）ペアが２位に輝きました。
６年前、最初は１名の部員しかいなかったソフトテニス男子も現在は６名（１、２年生）。
今大会では６名中２名が体調不良で出場できない状況ではありましたが、その中でも団第
３位という結果は日頃の練習の賜物でしょう。優勝した宮城壱聖くんは沖縄県の Under14（県
内で６名派遣）にも選ばれており、８月 31 日～９月２日に行われる九州選抜選考会に出場し
ます。Under14 は技術的な面だけではなく、挨拶、積極性、態度といった内面も選考基準にな
るそうです。今後、男子の活躍にも注目していてください。
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めんそ～れ！おおぎみ「体験の翼」交流団

～西会津交流団訪問～

７月 25 日～ 27 日、福島県西会津町から「体験の翼」
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平成２４年度
西会津町

児童生徒交流団

交流団（児童生徒：16 名、引率：５名）が、大宜味村に
やってきました。
歓迎式では、緊張気味の子どもたちでしたが、２泊３
日のホームステイで観光地に行ったり、ビーチパーティー
をしたり、エイサーやウミガメ（子ガメ）の脱出（海に帰っ
ていく様子）を見たり、福島の友達と一緒に様々な体験
をしたことで、すっかり打ち解け、お別れ式では涙ぐむ子どもたちの姿も見られました。
２月にまた会おうね♪

祝２連覇！！宮城梨琉さん、２年女子 100m 走で１位！！
～新報児童オリンピック～

７月 28 日、29 日に行われた第 32 回新報児童オリンピック。
大宜味村からは 21 名の児童が参加し、日頃の練習の成果を
発揮しました。
今大会では塩屋小２年の宮城梨琉さんが２年女子 100ｍ
走で優勝（２連覇！！の快挙）、大宜味小３年の外園華音さ
んが３年女子 100ｍ走で２位の成績をおさめ、２つのメダ
ルを獲得しました。入賞者は以下の通り。おめでとうござ
います！！
見事入賞した児童も、残念ながら入賞には届かなかった
児童も、それぞれが自分の持っている力を出し切りました。
来年の大会も楽しみです。

…☆…☆ 入賞者 ☆…☆…
大きな会場に緊張も高まります…

大宜味の味を召し上がれ !!
まだまだぎこちない…
大宜味村からは来年の２月、西会津町に交流に向かいます。気候も風土も全く異なる西会津町。
今回の交流でできた仲間たちとたくさんの体験ができることを期待しています。

異国の文化に触れて…意欲高まる

～短期留学報告会～

２年女子 100m 走

１位

宮城

梨琉（塩小）17 秒 34

３年女子 100m 走

２位

外園

華音（大小）16 秒 20

５年女子 100m 走

６位

大嶺

莉央（塩小）15 秒 04

５年男子走り幅跳び

８位

山城

樹

６年男子走り幅跳び

５位

金城

元汰（大小）４m25cm

６年女子走り幅跳び

５位

花城

瑞姫（津小）３m74cm

４年女子ボール投げ

５位

高江洲志穂（大小）23m37cm

今年も急成長者続出 !!

（喜小）３m77cm

楽しく泳ごう♪～プール教室～

８月 24 日（金）、役場第一会議室において平成 24 年度第５回海外短期留学報告会が行われました。
８月７日～ 10 日、喜如嘉小学校プールにおいて、仲西太先生、

７月 13 日から８月２日の３週間、アメリカミネソタ州のセントジョーンズ大学で大宜味中２年の

糸満貴志子先生指導のもとプール教室が行われました。

我那覇匠哉くん、３年の宮城純太くん、名護高校３年の當山明日香さんの３名が短期留学を体験。

今年も台風の影響を受け、４日間の教室となりましたが、参

大学での授業の様子やホームステイ先での出来事、メジャーリーグ観戦に行ったことなど楽しい思

加した子どもたちは楽しみながら、水に触れ、頭まで水につか

い出の日々を報告しました。

るのがやっとだった子が、数メートル泳げるようになるなど最

短期留学を終え、３名とも「より英語が好きになった。」「もっと勉強して英語を流暢に話せるよ

終日の記録会では目標達成者が続出しました。

うになりたい。」「また、アメリカに行きたい。」と感想を述べました。この経験を今後の生活に活
かしてくれることを期待しています。

イルカみたいに輪くぐり～

徐々に授業にも慣れてきました

ホームステイ先の家族と

３

スケールのでかさにビックリ！

体験の翼・短期留学報告会

時にはふざけたり…
基本のバタ足を覚えます！！

児童オリンピック・プール教室

みんな大満足♪

笑顔で終了～！！
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記録じゃないの、記憶に残すんです…
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竹って便利、 竹って楽しい♪

女子力を見せつけました !!

平成 24 年度わんぱく体験団

早くも難航…青年会

第３回講座

「あじな一品、 手づくり食器」

８月４日 （土）、 村農村環境改善センターにおいてわんぱく体験団

刃物もちゃんと使えば怖くないよ

第３弾 「あじな一品、 手づくり食器」 を開催し、 キャンプに向けた準
備として竹を使って箸やスプーン、 コップを作りました。 初めて小刀を
使う子どもたちも多く、 刃物の使い方から教わり、 もくもくと作業にとり
早く帰っておいで～～ !!
両者とも順調な滑り出し♪

かかる団員たち。 いつもとは違って静かなわんぱくとなりました （いつも
よりはね）。 慣れない刃物でけが人が続出しましたが （リバテープが
できあがり !!

足りなくなる事態に…）、 大きなケガもなく、 思い思いの作品ができあが
りました。
いつになく真剣な二人

先生のやり方をよ～く見てお勉強

成人会、やっぱり様になります。

大宜味村夏まつり ハーリー大会
昨年より開催された大宜味村夏まつりでのハーリー。今年も、成人会、婦人会、小学生、青年
会から 17 チーム（一般男子９チーム、一般女子３チーム、小学生５チーム）が出場し、暑い夏を
さらにあつく盛り上げてくれました !!
８月 12 日（日）、塩屋漁港。接戦につぐ接戦の結果、一般男子の部では大兼久成人会、一般女
子の部ではアタビチャー（塩屋）、子どもの部では塩屋小が優勝しました !!

「WANPAKU 海 de キャンプ」

ヒー）には県内各地の漁港で行われています。沖縄で最初に競漕が行われたのが 1390 年頃と言わ
れており、現在まで 600 年余り引き継がれている行事です。

が開催されました。
自分たちでつくるキャンプということで、 前日の 14 日にはキャンプ
に必要なテントやテーブル、 食器などの準備も団員が行いました。

来年、再来年もさらに熱い戦いが見られ、このような伝統行事が引き継がれることを期待して
います !!

今年はこれまでとは違って海でのキャンプ。 午前中に釣りをし、
午後からキャンプ地へ。 予想以上に暑く、 子どもも大人も体力が奪われ、 作業もゆっくりになってしまい、

★優勝チーム★
一般男子の部

塩屋小学校

大兼久成人会

記録：２分 12 秒 14

記録：１分 42 秒 20

遅い夕食をとることとなりました （陽も火も暑 （熱） かったからね～）。 予定通りにいかない部分も多々ありま

一般女子の部

あたびちゃー（塩屋）
記録：１分 55 秒 21

したが、 初めてキャンプをした子、 初めてマキに火をつけてご飯を炊いた子、 初めてご飯の準備をした子
など、 １泊２日の短い期間でたくさんの初めてが体験でき、 １つでも 「自分の力でできた」 という自信が持て
たキャンプになったのではないでしょうか。
お米研いでま～す。

今度は刺身がいいなぁ～

スイカ、重すぎ…

５

この時までは余裕でした…

８月 15 日～ 16 日の１泊２日でわんぱくの最大イベント、 キャンプ

ハーリーはもともと海人が豊漁や海の安全を願って行うお祭りで、旧暦の５月４日（ユッカヌ

小学生の部

第４、 ５回講座

朝ごはん、うまいっす。

２日目は川で汗と潮と
ストレス（!?）を流しました！

２位と僅差での勝利 !!

大宜味村夏まつり

わんぱく体験団（食器づくり・キャンプ）
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ティファニー先生着任

子どもたちに大人気だったクリフ先生に代わり、９月からティファニー先生が大宜味村の小学校、
幼稚園で ALT として「外国語活動」の授業を見てくれることとなります。
明るくて、キュートなティファニー先生。子どもたちともすぐ仲良くなれることと思います。
みなさん、よろしくお願いします。
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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
「学ぶ風・育てる風を我が村に」
宮城成和

名

前：Brother Tiffany Loraine

出身地：テキサス州

本人直筆のメッセージです。

好きな食べもの：クッキー

これも勉強、訳してみましょう !!

みんなで祝おう !! ～旧大宜味村役場庁舎米寿祝いの開催のお知らせ～
沖縄で１番古い鉄筋コンクリート建造物とされる、旧村役場
庁舎が今年で８８歳の米寿を迎えます。
この村の貴重で重要な文化的財産である旧庁舎のことをもっ
とよく知ってもらい愛着を持ってもらう等の目的で、旧村役場
庁舎の米寿祝いを行いたいと思います。
開催日時と内容は下記のとおりです。様々な催し物を計画しているので、みなさんどうぞご参加下さい。

開催内容と日時
①
②
③
④

折り紙建築 ( ポップアップ )…１１月３日 ( 土 )
写真等展示会…１１月１日 ( 木 ) ～１１月３０日 ( 金 )
講演会・シンポジウム…１１月１７日（土）< 午前 >
式典…１１月１７日（土）< 午後 >

◎開催にあたって。。。琉歌作品の募集をします。入選作品の３首は記念碑に刻印いたします。
一生の記念に残るこのチャンスにどうぞご応募下さい！！
応募内容 ⇒ 旧庁舎をテーマにした作品。１人３首まで。
応募締切 ⇒
９月２８日（金）
提出先

⇒

※

７

旧大宜味村庁舎米寿祝（トーハキユーエー）実行委員会事務局
田仲（村教育委員会）TEL:(0980)44-3006
米須（村史編さん室）TEL:(0980)44-3009

詳しいお問い合わせについても、上記実行委員会事務局までご連絡ください。

お知らせ

平成 24 年度全国学力・学習状況調査の結果について沖縄県が最下位との新聞報道がありましたが、県
内各市町村において学校を中心に、家庭、地域が一体となって子ども達の「学力向上」対策に積極的に取
り組み、その成果を踏まえ、学力向上対策から学力向上推進へとステップアップを図った矢先でもあり、
関係者にとっては大きなショックだったことと思います。
さて、本村では、昭和 62 年、63 年、平成元年度の３年間、沖縄県基礎学力向上対策推進地域として県
教育委員会の研究指定を受けて、昭和 63 年に大宜味村学力向上対策委員会を立ち上げ、学力向上対策事
業が本格的にスタートしました。その際に事務局の一員として参画する機会がありましたので、昔のこと
ですが、当時を思い出して雑感を述べてみたいと思います。
大宜味村は過去においては教育村と標榜を受けた歴史があり、急峻な地形で平地に恵まれないきびしい
自然条件のもと、生活苦にあえいだ先人の知恵として生まれたのが「人材を以って資源と為す」でした。
それを村是として、教育立村を謳い、人材育成にひとかたならぬ努力を重ねたおかげで各界に幾多の人材
を輩出し、県内外、海外においても素晴らしい活躍をしてきました。
このことが村民の誇りとして意識の中に現在も受け継がれてきています。ならば、再び村民に「やる気」
を起こさせ、子ども達の幸せのために、子ども達が学習したいと、自らやる気を起こさせる地域の気風、
地域全体で子ども達を育てていこうとする気風「学ぶ風・育てる風」を我が村に巻き起こしてみようじゃ
ないかという目的で、「村ぐるみで学力を高めるにはどうすればよいか」をテーマに設定。「学ぶ風・育て
る風を我が村に（学校・家庭・地域の連携）」をスローガンとしてスタートしたのが、本村の学力向上対
策委員会です。
初期の学力とは、子ども達の「基礎学力」とする、として位置づけられ、その基礎学力を高めるための
取り組みが大きな課題となりました。この解決に向けた最初の取り組みとして、村内の児童生徒の実態把
握のための調査を実施しました。その結果、知能の面は全国とほぼ標準並みであるが、高学年にいくにつ
れて学力が低くなっていく傾向が見られました。その原因が子ども達の生活リズムの乱れと、家庭学習時
間数の絶対的な不足であることが判明。そのため、学校では「基礎基本の徹底を図る」、家庭では「基本
的生活習慣の確立と家庭学習の定着を図る」、地域では「子ども会活動の活性化と子ども達の地域活動へ
の積極的な参加促進を図る」ことを最重点施策として、学校・家庭・地域が一体となって取り組んできま
した。また、他市町村の学力向上対策委員会では、保育所は学対の組織には参加していませんでしたが、
本村ではいち早く喜如嘉、塩屋の両保育所を家庭教育部会に位置づけし、乳幼児から小学校、中学校、高
校まで一貫した学力向上対策活動を目指して取り組みが展開されました。加えて、PTA や公民館活動の一
環として、親子の対話の充実を図り、「楽しい我が家、健全な家庭づくりで子ども達のやる気を育てる」、
父母が、地域行事や各種団第活動へ積極的に参加する事により、「明るく活力ある地域づくりで、子ども
達のやる気を育てる」等の取り組みが行われました。学校の先生方の絶大な協力を受け、学校・家庭・地
域の三者が一体となった、より深みのある大宜味村ならではの特色ある活動であったと思われます。
学力向上推進事業は本村行政においても重要な活動としてとりあげられ、行政、学校、家庭、地域が一
体となって対処する体制がスタートして 25 年の年月が経過しました。
爾来 時代に即する教育観に基づき、児童生徒の確かな学力・生き
る力を育むため、全村民協力の下、学校、家庭、地域、行政の協働の
密度の濃い取り組みが受け継がれ、多くの成果を得ることができまし
た。この間の関係者の御労苦に心から敬意を表しますとともに心身と
もに健やかな「大宜味っ子」の育成と、本会活動のますますの発展を
祈念します。

教育委員だより
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ドゥーチュイムニー（独り言）
友寄景善

今年の夏休みも文化やスポーツに頑張った。

大宜味中出身の高校生が県代表として全国大会に大勢出場した。

富山県で開催された全国高校総合文化祭には、辺土名高校三年生

の島袋正樹君が研究発表部門（生物）に出場、そして放送部は連

続出場を続けている。首里高校三年生の浅井伊吹君は将棋で出場

した。

スポーツでは、辺土名高校のボート部や名護高校一年生の山川

華蓮さんも空手で出場し目標とする三回戦まで勝ち進んだ。華蓮

さんはまだ一年生、中学の時全国一位になった実績がある。再び

頂点を極めてほしい。

中学生の頑張りもあった。悲願の県大会を制した女子ソフトテ

ニス部が九州大会へ出場した。今回の快挙は、小学校から連携し

た指導体制の賜物だと思う。炎天下の下、喜如嘉小学校のコート

で、声をからしながら孫の世代を熱心に、いろはから指導し続け

る稲福吉昭監督の姿がある。大宜味中学校が強くなるのも納得し

た。次々と有望選手を育て中学校へ送り出している。それをしっ

かり受け継ぎ、支援・強化する体制もできている。

小学生も様々な事に挑戦した。塩屋小学校二年生の宮城敏伍君

は村夏まつりで、今年も青年会と一緒にエイサーを楽しそうに

踊っていた。三歳のころから青年会に交じって各字を回り、エイ

サーを披露している。専用のエイサー服も揃え、体の成長ととも

に大きく伸ばしてきたという。

三線を聴くと体が自然に動くのだろう。リズミカルで見事なバ

チさばきは、青年会のメンバーを優に超えている。音感センスに、

三線の誘いもあるようだ。ミニバスケットやわんぱく体験団等に

も加入し、積極的に活動する地域の人気者でもある。

九月からは、各区でのウンガミや豊年踊り等、様々な地域伝統

行事が催される。児童生徒も主役の一人であり、後継者でもある。

皆で激励に出かけよう。

今月の生きもの

大教委通信 No.２１２

オキナワマルバネクワガタ（クワガタムシ科）

オッス、おら悟空。なんちゃって・・・。みんな僕のこと知ってる？僕はオ
キナワマルバネクワガタ。僕は他のクワガタとは違って木の幹にいるより、地
面を歩くことが多いし、成虫になって出てくる時期も他のクワガタよりちょっ
と遅いから、みんなの目に留まることも少ないんじゃないのかな？
僕の親戚は与那国や八重山、奄美などにもいるんだ。その中でも与那国にい
るヨナグニマルバネクワガタは商売目的の乱獲によって絶滅の危機に瀕してい
る。やんばるだって、同じ。最近は夜な夜な林道を車で走って僕を探しまわる
人たちが増えてきた。成虫になってからの僕たちの寿命は短い。見つけても写
真を撮るくらいにしてそっと見守っていて欲しいな。

～編集後記～
オリンピックに夏まつりに台風にいろいろあった夏休みも終わりを迎えました。 思いでいっぱいの夏休み。
最終日に家族に泣きついて宿題をしたというのも一つの思い出。 家族としては困るんでしょうが…。
９月に入り、 各字の豊年祭や運動会の季節になりました。 暑さでだれた体と気持ちを起こし、 行事
に向けて練習を頑張りましょう！！
17 日（月）敬老の日
１日（土）旧盆（ウークイ）

18 日（火）振替休日（大中）

３日（月）区長会・始業式（幼・小・中）

20 日（木）村Ｐ連運営委員会

６日（木）授業参観（喜小・塩小・津小）

21 日（金）秋の交通安全推進村民大会

８日（土）郡ゴルフ大会

22 日（土）秋分の日

10 日（月）振替休日（大中）

23 日（日）村陸上競技大会

11 日（火）塩屋湾ウンガミ（海神祭）・ 授業参観（大小） 24 日（月）振替休日（４小）
15 日（土）大中出校日

29 日（土）出校日（４小）

16 日（日）大宜味中学校運動会

30 日（日）４小学校運動会

８

