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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

活気があっていいね～
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大宜味小児童、
やんばるの家を訪問

また来るね♪

上等！

10 月８日（火）、大宜味小学校の全児童がやんばるの家を訪れ、利用者を前にエイサーを披露
しました。
毎年この季節、運動会で行ったエイサーを披露している大宜味小の児童たち。
この日は仲順流り、わーけーるしび会、ヒヤミカチ節、三線の花を元気よく、たくましく踊り、
やんばるの家の利用者、職員を笑顔にし、会場を盛り上げました。
利用者の山城千代さんは「みんなのエイサーを見て、涙が出るほど嬉しかった。これまでたくさ
ん練習を重ねて披露してくれたことがわかった。これから大宜味村のためにますます頑張ってほ
しい。」と感謝の言葉とエールを送りました。
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２０１３年 （平成２５年） １１月１日
頑張るじぇい♪

走りもたくましくなったね♪
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父ちゃん、じいちゃん頑張って！
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実践を通して学ぶ…
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村内小中学校に琉大生ボランティアがキタ～ !!

９月 26 日（木）、琉球大学国語教育専修に所属す
る１年生～４年生 23 名が小中学校支援ボランティア
として、村内の４小学校と大宜味中学校を訪れ、１
日先生の仕事を体験しました。
昨年から始まったこの活動は、学校現場の児童生
は～い、ぼくが見本をみせます

ぼくは楽チン♪

徒と共に過ごすことによって、実情を理解し学習す
る機会とすることや大学生として児童生徒に夢を与
えるような体験学習の一つに寄与すること、将来教
師になるための知見を高め、視野を広げることを目的として行われています。
テント設営に苦戦

居心地サイコー zzz

児童に混じって理科の実験

ばら組さん接戦のもようです…

このとび箱、大きすぎ…

９月 21 日（土）、 喜如嘉小学校体育
館において第 33 回ぶながや運動会ごっこが行われました。
体を動かすのが大好きな喜如嘉保育所の子どもたち。 かけっこやミニア
スレチック、 竹馬、 なわとび、 三輪車、 帽子とりなど様々な運動遊びにチャ
レンジし、元気いっぱい体育館の中を駆け回りました。 悪天候にも関わらず、
体育館には保護者や地域の方々がたくさん集まり、 応援や笑いで会場は賑
やかな声に包まれました。

ぶながや運動会ごっこ

環境整備も大事な仕事
ほとんどが中南部や県外出身者で小規模学校は初めての学生たち。
最初は緊張と戸惑いで表情も硬く、なかなか動きだせない様子でしたが、授業や給食を通し

ヤマシシっ子運動会
10 月 12 日（土）、 塩屋保育所において第 36 回ヤマシシっ子運動会が行われました。
よちよち歩きのかわいいひよこ組さん、 ヤマシシみたいに元気なちゅうりっぷ組さん、
遊びが大好きすみれ組さん、 竹馬や竹ポックリに挑戦したひまわり組さんそれぞれが元気
いっぱい運動場を駆け回り、 応援に来てくれた家族や地域の方々を楽しませてくれました。

Jump!Jumper!Jumping!!

お父さんと一緒♪嬉しいな

て子どもたちと一緒に過すことで徐々に本来の力を発揮させてくれました。また、運動会準備
や環境整備作業など、授業だけでない学校活動にも参加し、先生の様々な仕事を体験しました。
体験を終えた学生たちからは「少人数はすごく新鮮だった。縦のつながりが強いなと感じ
た。」、「１年生から６年生まで、どの学年も隔たりなく仲がよくいいなと思った。」、「みんな素
直で優しい子たちだった。子どもたちから元気をもらった。」など体験を通して喜びの声が聞
かれたほか「授業中に教科書を開こうともしない生徒がいて、どのように対応していいかわか

走り出せっ !!

らなかった。何をすればいいか、何をしたらいけないか、バランスが難しいと思った。」とい
う声も聞かれ、実際に現場に出たからこそ味わえた感想もありました。
たった１日でしたが、様々な体験をし、たくさんのことを学んだことでしょう。数年後、大
宜味村の学校教員として活躍してくれることを期待しています。
英語の授業、羨ましい…

掘ったイモはどこにね～？
なかなかの品ですな～

３

鍋ってば

生徒と一緒に実技に挑戦

付き添ってくれてありがとう

出航じゃ～

保育所運動会

学生ボランティア
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仲良し玉入れ

レッツ・ライド・オン 2013

組体操

大成功！
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１年生、元気に行進♪
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入場行進

一輪車演技

かけっこ（３年生）

親子リレー

やったどぉ～ !!!
つなひき

ハ～イ～ヤ～！

子どもエイサー

エイサー

みんな、オレに
ついてこ～い！

親子リレー

一輪車演技

大宜味小
塩屋小

ヤル気パワーを１００％でがんばろう大宜味っ子☆

最初からパワー全開！がんばるぞ

４小学校

運動会

９月 29 日（日）、村内４小学校で運動会が行われました。

今年も盛り上がった
ようだの～

絶好の運動会日和の中、児童たちは日頃の練習の成果を発揮。津波小の五色綱引き、

６年生は最後の運動会
盛上げてくよ～

塩屋小の組体操、大宜味小の一輪車演技、喜如嘉小のダイナミック琉球など各学校独
自の演目でも運動会を盛り上げました。

かけっこ（６年生）

玉入れ

喜如嘉小

津波小

笑顔を輝かせ 一人一人が主役になろう
津波っ子みんなの運動会

笑顔 100％ やる気 100％ がんばれ喜如嘉っ子
きじょかっ子リレー

エイサー

ダイナミック琉球

５

かわいいエイサー隊♪

エイサー

縦割り班リレー

誰の足が一番上がってる !?

五色綱引き（赤組）

フルパワーカーニバル

村内４小学校

オレ達の綱がぁ～

運動会

総力リレー

玉入れ（ダンス）

五色綱引き（白組）

見事なこけっぷり♪
息の合ったダンス♪
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まさかや～、 あの世界遺産に登頂 !?
平成 25 年度わんぱく体験団

第４弾
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エイ、エイ、オー！

うちの家族が一番だ～

Nice バランス♪
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「大宜味村の 富士山に登ろう！！」

10 月 12 日 （土）、 わんぱく体験団第４弾 「大宜味村の富士山に登ろう！！」 が行われました。
行事が重なり、16 名という少ない参加者。 しかも今にも泣き出しそうな空模様… （天気予報では晴れだって言っ
てたのに～ (T_T)）、 若干の不安はあったものの六田原から入り、 塩屋富士、 クガニ岳、 ボウジムイを渡ってイギ

始まるよ～

最初に団員たちを待ち受けていたのは急な石の階段。 いつまでも続く階段に早くも足も心も折れそうになりなが
らのスタートとなりました。
こんなところにシークヮーサー♪
こんな坂登るのかぁ～

お見事！

頭にパーランクー

ミハキンゾーに出る 2.8km のコースに挑みました。

待って～
いざ突き進め～

ぶっ、ぶながや !?

ウリっ、ウリっ
フォームもばっちり
静かなる接戦

大宜
まだ、みんな元気で～す！！

一歩、一歩ゆっくり進もうね

おお ぎ

み

私達ＯＧＭ48８♪

嬉♪

味

幼 稚 園

運動会
10 月 13 日（日）、 大宜味小学校グラウンドにおいて大宜味幼稚園運動会が行われました。
台風の影響で１週間遅れとなった運動会。 この日を首を長～くして待っていた子どもたちは、 元気いっ
ぱい走って、 跳んで、 踊って幼稚園でたくましく成長した姿を家族や地域の人たちに見せてくれました。
余裕♪

子ども達、これが我が村だ！

豊な表現力で聞き手に手に伝える…
ブヒッ
いい景色だわぁ～

大宜味村童話お話大会

10 月 28 日（月）、38 回大宜味村童話お話大会が開催されました。
高学年は津波小学校で体験を交えた作文を発表。大きな声で、身振り
手振り表現も豊かに話し、その時の状況や気持ちが伝わってしました。

山しか見えない…

低学年は大宜味小で童話を読みまし
た。長い話を覚え、大きな声と体の動
きでお話を表現。楽しいお話の世界に

だ～る～

引き込まれました。
低学年の発表を終え、大宜味小の宮城政信校長先生は「作品の面白
さ、楽しさ、感動するところ、考えさせられるところが伝わってくる
これまでのわんぱくとは異なり、 地味にきつい山登り。

話し方だった。聞き手も集中して聞

同じ距離なのに、 いつも歩く２キロや３キロよりずっとずっと

いていたので発表者も話しやすい場だった。」と話しました。

長く感じる団員が多く、 中には 10 キロ歩いた気分と言ってい

高学年は大宜味小５年生の高江洲韻弥くん、喜如嘉小６年生の福地

る子も （山登りはそんなに甘くないってわかったかな？ ^_^;）。

嬉楽璃さん、低学年は塩屋小２年生の石垣希里斗くん、大宜味小１年

何はともあれ、 リタイア者も出すことなく最後まで歩き切った

生の溝川唯花さんが村の代表に選ばれました。

わんぱくたち。 少しはたくましくなったかな？？？

この４名は 11 月 13 日には本部町で開かれる国頭地区大会に出場し
ます。代表者のみなさん、練習した成果を発揮して頑張ってください !!
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わんぱく体験団

幼稚園運動会・童話お話大会

６

ドゥーチュイムニー（独り言）
友寄景善

老人会と婦人会のパワーに何時ものことながら圧倒された。今年も老人
婦人合同スポーツ大会が大宜味小学校グラウンドで開催され、この日を待

ちかねたかのように、老人・婦人が元気ハツラツとグラウンド一杯に競技

を繰り広げていた。
『応援スーブ』では、芸能人顔負けの艶技をちらつかせ、

観衆をくぎ付けにした。
競技種目も、バラエティーであった。『ゴールマーラセー』や『ありん

くりんリレー』等、懐かしく、ユニークな競技も多く、皆が楽しそうに参

加していた。運動会は、やはり直接競技に参加するのに意義があると思う。
昔の名選手が今は迷選手として活躍していた。
幼児から老人会まで、全村民を巻き込んだ本大会は、今年度の運動会シー
ズンを締めくくるのにふさわしい大会でもあった。老人会・婦人会の活力
は、そのまま全村民へも伝わり、本村活力の源ともなっていると思う。本
村五つ目のキーワードを設定するなら「婦人の里」を薦めたい。
去る十月に東京都で開催された、国民体育大会を観戦してきた。初日
※
は成年男女のバスケットボールを応援し、その後、陸上競技を二日間応援・
観戦した。特に、成年女子バスケットボールには、大宜味中学校に勤務し
ている宮城美樹さんが主力選手としてほぼフル出場し、目覚ましい活躍で
あった。初戦敗退ではあったが、優勝した栃木県を相手に接戦を演じてい

た。
県内では大型選手である美樹さんが小さく見えるほど相手チームは超大

型を揃えていた。そんな中、攻撃中は厳しいマークに遇いながらも、リン

グ下で味方からバスを受け取ると、振り向きざまに片腕を大きく伸ばし

ゴールを次々と決めていた。このプレーで相手のファールも誘い、今度は

フリースローもよく決めていた。
私の後方で地元中学生を引率し観戦していた教師が、美樹さんのプレー

に思わず「ナイスプレー」と叫び、早速このプレーを子供たちにも教えた

いと話しているのを聞いて「シタイヒャー」と思った。

しまんちゅ芸能

11 日（月）振替休日（大小）

30 日（土）国頭地区中学校総合文化祭・音楽発表会

10 日（日）親子ふれ合い体験学習（大小）

25 日（月）振替休日：大中（30 日）

５日（火）振替休日（塩小）

県民体育大会（那覇地区）～ 24 日

４日（月）振替休日

23 日（日）勤労感謝の日

塩屋小わくわく塩屋っ子タイム

20 日（水）国頭地区健康教育研究大会

３日（日）文化の日

16 日（土）国頭地区ﾐﾆバスケ交歓会～ 17 日

家庭学習強化期間～ 11 月

15 日（金）秋の遠足（幼）

おおぎみ展（大小）～３日

１日（金）区長会

ガバマダラ：マダラチョウ科

今月の生きもの
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幼虫です。蛹です。蝶です。私たち、ガバマダラです。
私たちはトウワタなどガガイモ科の植物を食草としま
す。ガガイモ科の植物には毒があって、それを幼虫の時
代に蓄えて、成虫（蝶）にもなっても持ち続けるから鳥
などの捕食者たちも毒のある私を食べようとはしない
の。ツマグロヒョウモンのメスは私の姿を真似て身を
守っているって話もあるくらい。

～編集後記～

今までの暑さがうそだったみたいに、 すっかり秋めいてきました （相変わらずセミは鳴いているけど）。
過ごしやすい日々が続き、 何をするにもやる気が湧き出るこの季節。 みなさんは何に挑戦しますか？
運動の秋？芸術の秋？それとも食欲の秋？ 私はとりあえず食欲の秋を満喫したいと思います。 「食べる
ことは生きること。」 すべてに繋がっているはず。

14 日（木）幼・小・中一斉授業参観日②

津波小学習発表会
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