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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

元気 100 倍、笑顔いっぱい !!
英語の発音は完璧です

おおぎみよ うちえん

がまんレンジャー出動 !!

ぼたん姫でおじゃる♪

バフッ !!

せ い か つ はっぴょう か い

イヌだ
ワンっ !!

遠足で辺土名の漁港に行ったよ
12 月６日（金）、大宜味幼稚園において平成 25 年度生活発表会が行われました。
歌や英語、楽器など幼稚園の生活で遊びながら覚えていったものや、練習の積み重ねで少しず
つできるようになった竹遊び、いつもとは違っておしとやかな女の子たちの春夏秋冬花娘、手づ
くりのお面とコミカルな動きでいろいろな動物を表現した 12 支のおはなし（劇）が披露されました。
自分たちで振付を考えたり、教え合ったりして１つのものを作り上げ、最後までお客さんを飽
きさせない笑顔いっぱいの生活発表会となりました。
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アコースティックギター＆歌

ギター

バンド
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ももクロでもなくＡＫＢでもなくＩＳＧが熱い !!
平成 25 年度わんぱく体験団

第５弾 「やんばるの森のアイドルに会いに行こう！！」

12 月 14 日 （土）、 わんぱく体験団第５弾 「やんばるの森のアイ
ドルに会いに行こう！！」 が開催されました。
ももクロでもＡＫＢでもない、 やんばるのアイドル 「ＩＳＧ」 に会うた

デイサービスおおぎみバンド

長谷川艶歌

琉歌など

め夜のやんばるの森へ。

リマ マテウス セイジ コヌマ

山川雄介

上り口説

ＩＳＧとはイシカワガエルのこと （2010 年から奄美のイシカワガエル
がアマミイシカワガエルとして独立種になったので、 沖縄のイシカワガ
エルはオキナワイシカワガエルとなりました）。 日本一美しいと絶賛の、
まさに森のアイドルです。 夜の開催にも関わらず集まってくれた 26 名
の団員たち。 果たしてアイドルに会えたのでしょうか？

講師の村山望先生

いつもはこんな所にいます。

友芽クラブ（ゆめ）

太田多恵子琉舞研究所

西川楚多華道場

フラダンス

黒田節

固み節、江差節
唯一姿を見せた
オキナワアオガエルちゃん
必死に探します
ヤンバルクイナ鳴かないな…

西川楚多華道場
ダンス

乾流太鼓段の会
エイサー

ケナガネズミについて力説

屋古フラガールズ
大正琴

残念ながら、 イシカワガエルは目撃できず、 ヤンバルクイナは鳴かず、 ケナ
ガネズミは見られず…寂しい結果となりました。
でも、 木に止まっているオキナワアオガエルが発見でき、 １声だけでしたが生
のイシカワガエルの声も聞け、 ケナガネズミの食べあと （とても新鮮。 ちょっと前ま
で食べていた感じ） を見つけることができました。

２ＭＫ

第 18 回

ネクマチヂ会

しまんちゅ芸能

琴修会沖縄北支部

in

改善センター

12 月 15 日（日）、村農村環境改善センターにおいて第 18 回しまんちゅ芸能
が開催され、個人、団体合わせて 12 組が出場し、日頃練習を積み重ねた歌や踊
りなど自慢の芸を披露しました。
今年は毎年おなじみの大正琴、日本舞踊、太鼓から新しく、ギターの演奏や
中学生によるダンス、保育所の先生方によるエイサーなど若者の活躍も見られ、
幅広いジャンルの芸能を楽しむことができました。
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第 18 回しまんちゅ芸能

例年なら、 この時期はイシカワガエルの声もたくさん聞けたのですが…今年は
出現が遅いみたいです。 自然相手なので思うようにはいきません。 講師の村山先生もぜひリベンジしたいとのことでした。

ちなみに…
観察会後、 夜中まで森を探していたところ、 ケ

自然はそんなに
甘くない

ナガネズミに会うことができました。
ヤンバルクイナもイシカワガエルも鳴きよった…。
もっと早く出て来てほしかったな。

わんぱく体験団
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５年 稲福匠（喜如嘉）
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５年 照屋笑夏（大宜味）

①今年は国語と算数の文章をしっかり読んでこたえることと、

とくに、 今、 算数がひっかかっているので、

ひっぱりたいです。

それをがんばりたいです。

②パイロット

①漢字ができないのでがんばりたいです。
②コックになりたいです。

②保育士です。

５年 川村海（謝名城）
①今年は苦手な漢字と社会をがんばりたいです。
６年生になるとさらに漢字がむずかしくなるので
書き順や音訓さくいんなど漢字をせいかくにおぼえて

質問
①今年の抱負は何ですか？
②あなたの将来の夢は？

５年 高江洲韻弥（根路銘）

５年 崎山新（饒波）

①勉強をがんばりたいです。

野球部の副キャプテンとしてキャプテンと一緒にチームを
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①漢字をがんばりたいです。
②動物にかんけいするしごと。

５年 高江洲志穂（根路銘）
５年 島袋智史（大宜味）
①勉強をがんばりたいです。
②科学者になりたいです。

①勉強をがんばりたいです。
算数が、 あんまりできないので、 算数をがんばりたいです。
②かんごしです。

漢字の苦手をなくしたいです。

ジューサンユーエー（十三祝）

社会では苦手な都道府県を位置など形をせいかくに
おぼえたいです。

５年 山里千乃（津波）
①私の目標は、 学校のリーダーとしてがんばりたい。

②ＪＲの職員

②ファッションデザイナーになりたい。

５年 吉濱爽（田嘉里）
５年 島津梨璃香（渡海）

①野球部のキャプテンとして先頭にたって
ひっぱっていきたいです。

①字をキレイに漢字を書くこと。

勉強もがんばっていきたいです。

最上級生としてお手本になれるようにがんばりたい。

②スポーツキャスター

②背が高いのでバレー選手になりたいです。

６年 安里風真（喜如嘉）

５年 仲宗根舞（宮城）

①あと数ヶ月で、 中学生になるので、

①最上級生として、 学校のみんなをまとめていきたい。

しっかり６年生の勉強を頑張って、

②大人になっても、 すなおでみんなにやさしくできる

中学生の勉強でつまづかないようにする。

心のひろい大人になりたい。

②役場職員

６年 嵩原咲輝（喜如嘉）
①勉強と部活を両立できるようにしたい。
勉強が難しくなるので、 がんばりたい。

沖縄では、12 年ごとに巡ってくる生まれた干支の年が厄年とされ、火の神（ヒヌカン）
や仏壇に安全祈願し、来客者の祝いの心で厄を落とすために生年祝い（トゥシビー）
を行います。
今年、初めてのトゥシビーを迎える村内の小学生 22 名に今年の抱負と将来の夢を聞
いてみました。

②小学校の先生

５年 名嘉慶（結の浜）
①図書かんの本をいっぱいかりたい
②歌手か芸人かスポーツ選手

６年 玉城萌香（塩屋）
①勉強
②理学りょう法士

６年 安谷屋功夢（塩屋）

書けるようにしたい。
②マンガ家になること。
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①漢字がいっぱいかけるようになりたい。
最上級生としてみんなのリーダーとしてがんばりたい。
②コンピューター系にはたらきたい。

①べんきょうをがんばる
②かせげるどかたー

６年 真栄田忍（押川）
①字をもっときれいに

５年 玉栄清太（江洲）

５年 平良悠人（宮城）
①今年がんばってみたいことは、 漢字をたくさん覚えることと、

５年 渡部千波音（結の浜）

５年 座喜味小町（屋古） ５年 前原凛（結の浜）

①いっぱい食べる。

①児童会役員をがんばる。

①食べ物を好き、 きらいしない。

②ホテルで働きたいです。

②かんご師

②動物かん護師

村内ジュウサンユーエーの子どもたち

最上級生として、 学校のリーダーになることです。
②将来の夢は、 ラグビー選手になって、 世界一のチームに
入ることです。
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2014 年の大宜味中を盛上げていく !!

新生徒会役員決定 !!
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カルタで覚えるしまくとぅば

きゆな牧場で「琉球歌歌留多」販売

この度、きゆな牧場にて「琉球歌歌留多」第３版の販売が

12 月４日（水）、大宜味中学校の生徒会長選挙が行われ、新生徒会役員が誕生しました。
今年、89 名の生徒の先頭に立って引っ張っていくメンバーにこれからの抱負を聞いてみました

始まりました。
1992 年に初版が発行された琉球歌歌留多は、詠み手が読み

生徒会長：島袋千成 「先輩方がやってきたことを、 自分もしっかり行いたい。 また、 それ以上のこと

札に書かれた琉歌を詠み、取り手がその琉歌の下句の書かれ

をやって学校をよりよくしたい。」

た札を取り合うもので、
「小倉百人一首」と同様の遊び方です。

副会長 ：嵩原久広 「みんなを引っ張って学校を良くしていきたい。

「かぎやで風」など、祝の時に歌われる歌や、「てぃんさぐ

運動会などの行事も自ら引っ張っていきたい。」
福地 楽

「生徒みんなで協力してよりよい大宜味中にしたい。」

事務局長：山川はるひ 「いい雰囲気の学校にしたい。」
書 記

：宮城七珠
稲福蓮音

会 計

：平良勇志
花城瑞姫

ぬ花」などの民謡、三線、琉舞の時に歌われる歌などみなさ
んに馴染みの深い歌 100 歌が選ばれています。
今回、歌留多のデザインをした大城勇気さんは「琉歌のカルタと聞くと難しい感じがするが、

「よりよい学校にしたい。」

実は子供たちの方が覚えが早い。子どもはリズムで覚えるので、琉歌の意味を考えてしまう大

「先輩のサポートができたらいい。」

人たちはついていけない。子どもは詠み手も上手にできる。」と嬉しそうに話してくれました。

「みんなの意見をまとめ、 よりよい学校にしていきたい。」

ともに作成を進めた喜友名慶子さんは「お年寄りから子どもまで一緒に遊べるものなので、正

「先輩と一緒に協力して頑張りたい。」

月に家族みんなで楽しみながら遊び、しまくとぅばに親しみをもってほしい。」と笑顔で話して

今回生徒会顧問３年目となる仲村先生は「彼らはまだ経験もなく、今は先輩たちがやってきた
ことを、追ってやるようになると思うが、常にみんなの一歩前を行き、リードしていくようになっ
てほしい。様々なことに意欲を持って挑戦してほしい。」と話してくれました。
今年の大宜味中の中心となり、みんなをリードしてより楽しい学校にしてくれることを期待し
ています !!

くれました。
琉球歌歌留多はＣＤと読み方、歌の意味が書かれた本が付いて１セット３千円。1000 セット
限定です。
問い合わせは「きゆな牧場」電話 0980－44－2170 喜友名さんまで

感謝の気持ちを英語で表現

辺土名高校３年上地万里奈さん、金賞受賞

12 月 14 日（土）、名護図書館で開催され、第 17 回やん
ばる圏高校生英語スピーチコンテスト（ＮＩＡ名護市国際
交流協会主催）で辺土名高校３年生の上地万里奈さん（江
洲区）が見事金賞に輝きました。
このコンテストは北部地区の高校生の英語力向上と、沖
縄及び世界の問題に目を向け自分の意見を発表する機会と
なることを目的としています。
万里奈さんは保育士になるという将来の夢について、なりたいと思った経緯から支えてくれ
た人たちへの感謝の気持ちをまとめスピーチしました。
始めに日本語で作文し、それを英訳して文章を作る工程で、文章を削ったり、要約するのが
とても大変だったいう万里奈さん。
「英語を覚えること、普段使わない言語を使うことは大変だっ
たけれど、感謝の気持ちを英語で伝えられて、こんなに大きな賞をもらえたことは嬉しく、達
成感があり、挑戦して良かった。」と話してくれました。
春夏と喜如嘉保育所でボランティアを頑張り、一層想いが強まったそうです。
来年の春からキリスト短期大学の保育課に進むことが決まった万里奈さん。今後の活躍に期
待したいと思います。
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大宜味中学校新生徒会役員・新年のあいさつ

琉球歌歌留多・英語スピーチコンテスト

６

ドゥーチュイムニー（独り言）
村民の皆様

友寄景善

明けましておめでとうございます。輝かしい新年を迎え、一人ひとり

に幸せが訪れますよう心から祈念いたします。昨年は皆様のご理解とご

協力のおかげを持ちまして、村教育委員会が計画しておりました各種事

業もほぼ順調に実施することができ、心から感謝申し上げます。
特に、結の浜地区への小学校統合新設・中学校移転計画事業につきま

しては、本格的にスタートすることができました。村議会のご理解によ

り、関連予算を承認して頂き、現在、基本計画及び基本設計の策定作業
を進めている最中です。重要な作業の一つに、校舎、体育館、運動場等
の配置計画があります。広々とした建設用地に、どのように施設を配置

金一封
内間恭堅様
大宜味診療所長

大宜味村子弟教育のため

平成 25 年 12 月 19 日寄付

あけましておめでとうございます。 冷たい空気の中で迎
える新年、 背筋も心も 「ピンッ」 と張り、 気持ちが引
き締まります。 「１年の計は元旦にあり」 と言いますが、
今年の計画はもう立てていますか？
まずは、 お正月で肥えた体と心を引き締めなくちゃいけな
いですね… ^_^; 今年もよろしくお願いします。

「大宜味村育英会へ」

～編集後記～

し事業を進めていくかは、本事業の重要なポイントです。知恵を出し合
いながら作業を進めております。

15 日（水）ぶながやの里生涯学習講座④
22 日（水）第２回体験の翼事前学習会
23 日（木）村Ｐ連運営委員会
25 日（土）沖縄一周市郡対抗駅伝大会～ 26 日
26 日（日）３小学校学芸会（喜・大・塩）
27 日（月）３小学校振替休日（喜・大・塩）
29 日（水）第３回体験の翼事前学習会

１日（水）元旦
４日（土）村成人式
６日（月）官公庁仕事始め・区長会
村民新春の集い
始業式（幼・小・中）
９日（木）喜如嘉保育所駅伝＆マラソン大会
10 日（金）塩屋保育所新春駅伝マラソン大会
13 日（月）成人の日

小学校と中学校の機能はそれぞれ独立させ、連携・一体型（併設）の
施設整備を進めております。例えば、一緒に利用できる共有施設として
は、図書館、音楽室、家庭科室、コンピュータ室、そして多目的室等を
予定しています。そうすることにより、効率的で中身の充実した施設整
備が図られます。
人と人との交流も促進されます。職員が互いに連携を図ることにより、
授業力の向上や生徒指導等においても適切に対応できるものと考えま

す。授業以外にも、児童・生徒会活動、クラブ活動、各種学校行事にお

いても連携、或いは共同で開催することも可能になり、学校が活性化す

ることでしょう。児童と生徒が一緒に学校生活を送ることは時代の一つ

の流れでもあります。
大勢の友と学び舎を共にし、互いに切磋琢磨、学び合い教え合いなが

ら、笑いの溢れる活気ある学校を想い描いています。
将来を担う本村の児童生徒のため、より良い教育環境の整備を図るの

はいつか？「今でしょ！」。

ヒメハブ：クサリヘビ科

今月の生きもの
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シャーシャッシャッシャ、シャーシャッシャッシャ。
私、ヒメハブデービル、じゃなかった…ヒメハブよ。
マブヤーに出てくるヒメハブデービルはカエル嫌いらしいけ
ど、私はカエルが大好物♪寒い冬だって、川の中で待ち構えて
カエルたちを狙っているの。カエルの繁殖時期はたくさん集ま
るから早く川で待機しなくちゃ。ジッとしているからよくニー
ブヤって言われるけど、私にだって毒はあるから、気を付けてね。
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