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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

おいしい給食ありがとう！
、
間
！
９年

３月６日（水）、大宜味中学校３年生が「最後の給食」を味わいました。
この日はレンズ豆のスープ・キャベツの仲間サラダ・魚の黄金焼き・黒糖パン・桃缶の３年生
からのリクエストメニュー。そして卒業祝いとして、給食センターから海老フライやウズラ卵の
串揚げなど生徒たちが大好きな品々をそろえたオードブルとフルーツ盛り合わせが特別に用意さ
れました。最後の給食を前に、給食センター所長の吉濱さんから、「給食は食べるべきものの手
本になるようにできている。何を作ろうか迷った時、何かあった時は給食を思い出してほしい。」
とセンター職員の思いが話されました。
大宜味村で出される給食は、メニューにも一つ一つのおかずにも工夫がこなされていて苦手な
ものが食べやすくなっていたり、時に新しい味の発見もあったり、いろいろな思い出が作られた
ことでしょう。
心を込めて作られた大宜味村の給食にはたっぷりの愛情と元気の源が詰められています。４月
から新生活を始める３年生のみんな、新しい環境でも給食で培われたパワーを発揮してください。
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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。

２０１３年 （平成２５年） ４月１日

西会津での体験を報告

「心の居場所･心の相談室より

一回り成長した団員たち

体験の翼報告会

２月 28 日（木）、村農村環境改善センターにおいて「体験の翼報告会」が行われました。
３泊４日の交流の様子を映したビデオを視聴した後、児童代表のの体験発表が行われました。
感想の一部をご紹介します

教育委員だより
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平良日和理（喜如嘉小６年）
初めてスキーをしました。ホームス
テイ先の友達やお父さんがていねいに
やさしく教えてくれ、最後は一緒に滑
ることができて楽しかったです。

～ 子どもの目線に立って～」

吉田春子
１～２年前からいろいろな理由で教室に入れず､相談室や保健室を心のよりどころにしている生徒が３
～４名いました。友人とのトラブルが原因で、学級に入れず相談室や職員の更衣室で相談にあたりました。
多くの先生方がサポートしましたが、相手の思いやる心を持って､友人関係を修復させることができなかっ
たのは残念です。

高江洲択夢（大宜味小６年）
一番の思い出はホームステイ先で 12 歳の誕生日をしてもらったこと。

学級では殆ど勉強が手につかず、いたずらをするか寝ている事が多かった生徒もい
ましたが、先生方の細かい支援のお陰で何とか立ち直りつつあり、今では相談室で真

雪国まつりでは大会に参加し総合１位になって嬉しかった。もっといたい気分だった。

面目にプリント学習に取り組めるようになってきました。本人も自分の生き方をしっ
かりとみつめられるようになり、私と本気で話し合えるようになりました。自分の進
むべき道が分かると横道には余りそれなくなります。現在では、両親もその生徒を立ち直らせようと一生
懸命に努力しています。多くの先生方との関わりを通して、安心感と自信を持たせ、今後は学級に戻した

西会津
雪を満喫♪

スノーモービルにも乗ったよ

いと考えています。
教室では大勢の中でなかなか目が行き届かないところがあり、相談室を利用して校長先生

初めてのリフト＆スキー

や担任、生徒指導、教科担任、保護者と連携しながら、生徒に寄り添い彼らの悩みや不安、
希望を聞いてあげ、適切なアドバイスを行うようにしてきました。しかし、何らかの問題を

楽しかった思い出の数々…

抱えた子への支援の成果は直ぐには出ない場合が多く、今後もあせらず一歩一歩先を見つめ
ながら支援をし続けたいと思います。

比嘉開紀（津波小６年）
高速道路で家に戻る時、トンネルをぬけていく内に雪の量がだんだん多くなっていき、少し離れた

第 19 回国頭地区教職員バスケケットボール大会

だけで雪の積る量が違うんだと知りました。

大宜味中学校見事準優勝
平成 25 年３月２日に恒例の国頭地区教職員バスケットボール大会が

新城頼（塩屋小６年）

名護中学校で開催されました。

雪にふられて嬉しかった。

名護中の男女バスケット部員の協力や 300 名近くの職員や家族の応
援団、もあり、熱気ムンムンで大盛況に終わりました。大宜味中職員チー

スノーボードに上手に乗れたので

ムは、助人のオールラウンドプレイヤー喜如嘉小の北城圭太先生、塩

嬉しかった。

屋小学校の當銘直樹先生、新里まどか先生、宮城美樹さんらが大活躍し、

ホームステイも楽しかった。

見事準優勝を勝ち取りました。
決勝戦では本部と、追いつ追われつの激しい戦いで終始大会を盛り上げリード。
しか～しっ !!

…終了２秒前に相手の手から離れたスリーポイントが決まり、惜しくも 29 対 30 で惜敗しま

した。誰も想像もしてなかった。忘れることのできない萼然とした瞬間でした。
でも、おいしい手作りスープを囲みながら、気持ちを切り替え、早来年に向けての気迫 !!
最後は参加された皆さんとの記念撮影をしました。来年もまた職員が一丸となり優勝を狙います。
ご協力ありがとうございました。バスケット王国の大宜味村、各大会で活躍しておられる先生方や現役を引
退しても､村内の小学校のコーチとして指導者に当たっている方もいます。先輩たちが築いてきた伝統を継続
してほしいですね。来年は 20 周年大会。大いに盛り上げていきたいですね。

３

教育委員だより

島袋村長は「出発する前の顔と今の顔は全然違う。大きく成長した。西会津で豊かな体験ができたと
いう証拠だと思う。それぞれがいい体験をしてきて、『楽しかった』、『この経験を活かしたい』という感
想があり、送りだして良かったと思った。ここでしてきた体験をぜひ周りの友達にもたくさん伝えてほ
しい。」と激励の言葉を送りました。
今ではテレビや本、インターネットなどで他の地域の情報も簡単に見ること、知ることができますが、
実際に現地に行き、空気を肌で感じ、体験をすることは楽しさも、学べることも、心に残ることも全然
違います。
ちょっとの勇気で大きな一歩を踏み出せる、今年の「体験の翼」にぜひ参加してみませんか？

体験の翼報告会

２

２０１３年 （平成２５年） ４月１日

大教委通信 No.２１９

２０１３年 （平成２５年） ４月１日

大教委通信 No.２１９

大宜味小学校
外園恵太

崎山

島袋真也

樹

金城元汰

新城寛真

高江洲択夢

志良堂優希

志良堂美希

真喜志康代

稲福梨緒

與那嶺まりん

大城美月

與那嶺結衣

宮城佑喜乃

山城奏

塩屋小学校
新城

男子６名、女子９名

頼

宮城龍樹

大城祐心

山城嘉秀

宮城南美

山城萌那

大城幸乃

新城日菜

宮城麗乃

玉城聖奈
男子４名、女子６名

計 15 名

計 10 名

卒業、修了おめでとう！！
３月 10 日（日）に大宜味中学校、15 日（金）に大宜味幼稚園、
21 日（木）に村内４小学校の卒業式・修了式が行われました。
後輩の送辞に涙ぐむ大宜味中 33 期生。団結力があり、後輩た
ちから慕われていた様子が伺えた卒業式でした。
大宜味幼稚園の修了式では背筋をピンッとして、最後まで注
目して人の話を聞けるようになった園児たちの姿に島袋村長も
この１年での成長を喜びました。
入学当時と比べ体も心もすっかり大きくなった６年生。最後

津波小学校
比嘉開紀

花城綾姫

花城瑞姫

男子１名、女子３名

まで在校生のお手本となる元気な返事や挨拶が印象的でした。

喜如嘉小学校

金城里李
亀井

計４名

大宜味中学校

稲福蓮音

知念

稲福倭子

島袋茉弥

國吉琴美

金城さくら

青木涼世

平良日和理

男子３名、女子６名

大嶺

光

金城順希

外園歩夢

松田優哉

比嘉一歩

安谷屋綱大

山城

大城翔平

新城

任

宮城純太

秋葉寿利亜

仲井間宗仁

金城慶椰

平良大輝

上地広世

平良結女花

大城真奈

照屋歩香

稲福

宮城玲奈

稲福菜々

吉田真歩

宮城佐和子

瑞慶山美以弥

比嘉明日香

玉城梨咲

就

凜

快

計９名

大宜味幼稚園

山城弥生

男子 14 名、女子 13 名

５

燎

計 27 名

中学校・４小学校・幼稚園

卒業式・修了式
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村内小中学校・教育委員会

玉城節子先生︵定年退職︶

津波小学校

校 長

仲宗根智美先生︵真喜屋小学校へ︶事務主査 濱川幸夫先生︵安和小学校へ︶

泉川千夏先生︵羽地小学校へ︶

田中真介先生

異動者・退職者

諭

教 諭

古堅千佳先生︵東小学校へ︶

松尾要子先生︵大宮小学校へ︶

教

諭

玉城 靖先生︵東江小学校へ︶

教 諭

岸本晴香先生

教 諭

教

諭

北城圭太先生

教 諭

喜如嘉小学校

教

諭

大城さゆり先生

養護教諭 照屋亜里砂︵屋我地小学校へ︶

教

諭

島袋きよみ先生︵定年退職︶

校 長

教

校 長

大嶺ひろみ先生︵勧奨退職︶

養護教諭 伊佐梓先生︵奥小学校へ︶

佐久川和幸先生︵瀬喜田小学校へ︶

諭

大城 豊先生︵村教育委員会へ︶

宮城静香先生︵伊是名中学校へ︶

教 諭

教

諭

教

吉田春子先生︵津波小学校へ︶

大宜味小学校

教

比嘉良江先生︵定年退職︶

相談員

大宜味中学校

養護教諭

平敷佳苗先生︵野甫小学校へ︶

養護教諭 瑞慶山涼子先生

エブエン智子先生︵屋我地中学校へ︶

大城覚先生︵屋部中学校へ︶

事務主事

岸本佳子先生︵今帰仁小学校へ︶

教 諭

諭

教 諭

安慶田佑季先生

諭

教

邊土名えりな先生

国道 331 号線塩屋入口〜田港橋
9:30 〜 12:10 車両通行止め

特別支援

第 35 回 塩屋湾一周トリムマラソン大会

宮城達也先生︵東江小学校へ︶

説明会：平成２５年４月１６日（火）午後７時〜 役場第２会議室

指導主事

「自分になんて無理 !!」なんて言わないで。やってみなくちゃ始まらない。
少しでも興味があるなら、まずは説明会にお越し下さい。

吉田春子さん︵任期満了︶

個人負担は 19 万 6 千円になります。

員

村からは一人当たり３０万円＋引率経費８万円を負担。

委

用 ：一人当たり 57 万 6 千円＝旅費（49 万 6 千円）＋引率経費（８万円）

これまで大宜味村の教育︑子ども達のために

費

計３人

ご尽力いだたき︑ありがとうございました︒

派遣対象：大宜味村出身の中学生・高校生

新天地でのご活躍をお祈りしています︒

高校生 → 米国ワシントン州ゴンザガ大学

教育委員会

：中学生 → 米国ミネソタ州セントジョーンズ大学

教育委員

派遣先

塩屋小学校

留学期間：平成２５年７月１２日（金）〜８月１日（木） ２１日間

下地逸男先生︵勧奨退職︶

島袋直先生︵真喜屋小学校へ︶

募集期間：平成２５年４月 5 日（木）〜５月２日（木）

校 長

諭

新里まどか先生︵東江小学校へ︶

海外留学を考えている方、また本気で英語を学びたいと考えている方チャンスです！

大城孝子先生︵定年退職︶

教

諭

平成 25 年度 海外短期留学生募集のお知らせ

養護教諭

教

伊佐美香先生

昨年の７月より教育相談員としてご活躍くださいました池原伸子先
生が３月をもって退任されることになりました。 伸子先生の元気な声と
時折見せるお茶目なところに私たち職員も元気をもらいました。
先生の存在があって私たちも安心して仕事をすることができました。
伸子先生ありがとうございました !!

事務主事

〜 伸子先生、 お疲れ様でした！！ 〜
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開催日：2013 年４月 21 日（日）
会

新緑の大保ダムを歩こう♪

場：塩屋小学校

軽スポーツ講習会

ノルディックウォーキング講座

３月 10 日（日）
、
17 日（日）の２日間、
村教育委員会主催の軽スポー
当日の日程

ツ講習会ノルディックウォーキングが開催されました。

７：３０

受付開始

９：００

開会式

９：３０

５ｋｍスタート

９：３５

９.５ｋｍスタート

１１：１０

３ｋｍスタート予定

１２：３０

競技終了宣言

１３：００

表彰

天気も良く気持のよい新緑の中、参加者たちはそれぞれのペースで
ノルディックウォーキングを楽しみました。ノルディックウォーキン
グは足への負担が少なく効率よく運動ができるため、４キロのコース
も疲ることなく歩くことができ、
参加者からは「またやってみたい」
「続けていきたい」との声が聞かれ
ました。
県道９号線入口〜田港橋
9:30 〜 10:30 車両通行止め

※駐車場は塩屋漁港、または結の浜臨時駐車場へお願いいたします。

７

お知らせ

教育委員会では今後も誰もが気軽にいつでも行えるような軽スポーツ
講習会を企画していく予定です。健康増進、体力づくりのためにもみな
さんの参加をおまちしております。

村内教職員・教育委員会

異動者・退職者

６

ドゥーチュイムニー（独り言）
友寄景善

19 日（金）鯉のぼり掲揚式

三月は卒業と、それに伴う別れと旅立ちの月である。三月一日の

２日（火）学校教職員辞令交付式

辺土名高校を皮切りに、大宜味中学校、幼稚園、小学校、そして名

16 日（火）海外短期留学説明会

桜大学の卒業式に出席した。校内は花々で飾られ、式典会場内もそ

１日（月）区長会

れぞれの学校が創意工夫を凝らし、卒業生の晴れ姿を演出していた。
いずれの式典も礼儀正しく、緊張感が漂い粛々と進められていた。
幼稚園においても、小・中学校に劣らない立派な式典であった。会
場の笑いを誘うような場面も少しだけ見られたが、滞りなく進めら
れた。
大宜味中の卒業生全員がめでたく高校合格した。親元を離れ高校
に通う生徒や遠く離れた学校へ通うため、家族揃って引越しする生
徒もいるようだ。充実した高校生活を過ごすか否か、本人次第である。

夫 勇善さんの香典返しとして
故

金一封
前田松枝様
津波区

新年度が始まりました♪ 昨年度のことは忘れて （忘
れていいのか !?）、 また新たな気持ちで仕事に臨みたい
次第です。 今年度もよろしくお願いします (^O^) ／

目標実現のため、くじけず、諦めず、一歩一歩着実に前進してほしい。
県外の大学に進学する人も多い。アパート探しや生活用品準備等
のため、保護者は二～三回当地を訪れることもある。入学までに多
額の出費を要する。県外旅費もかさむので親御さんの負担は相当な

大宜味村育英会へ

～編集後記～

大小・津小（～ 24 日）

22 日（月）家庭訪問

８日（月）新任式・始業式（小・中）

24 日（水）全国学力・学習状況調査

中学校入学式

ものである。

学校基本計画住民説明会

５日（金）春の交通安全出発式

21 日（日）第 35 回塩屋湾一周トリムマラソン大会

～７日

いぎみてぃぐま展

大学四年間で普通八百万円の費用を要するといわれ、学校・学部
によっては一千万を軽く超える場合もある。
貯蓄もすぐ底を突く。
育英資金や、奨学資金等を利用する方法もあるが、それでも不十
分である。アルバイトで学資をつなぐことにもなるが、そのため勉
学に影響する人もいる。経済的理由で進学をあきらめざるを得ない
生徒もおり、気の毒である。
本村では二五年度から新たな子育て支援策として、学校給食へ助
成をすることになった。家計への負担を少しでも軽減し、食育の充
実を図るものである。村当局並びに村議会に感謝いたします。

ノグチゲラ：キツツキ科

今月の生きもの
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こんにちは、私ノグチゲラのひなです。春はやんばるの生きもの

たちの繁殖期。あちこちで私みたいなかわいい赤ちゃんが誕生して

います。この季節、子育てのためどの親も大忙し。父さんも母さん

もあちこち飛び回っています。実はノグチゲラのお父さん、夜間の

抱卵や、ひなの温めなど、大変な作業も進んでします。子育てにと

ても熱心なイクメンなんです。

平成 25 年３月 21 日寄付

９日（火）４小学校入学式

25 日（木）村生徒指導連絡協議会総会

10 日（水）幼稚園入園式

26 日（金）春の遠足（幼） ＰＴＡ総会（４小）

12 日（金）村生徒指導連絡協議会

29 日（月）昭和の日
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