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情報交差点・心と心の交わり

あじま～
男子も料理くらいできんとな

大宜味村教育委員会
電話４４－３００６
FAX ４４ー３０２９
火おこし上手♪

準備できたよ～

ドキドキ♥

コゲラ発見 !!

思い切りが大事です
名護岳、登頂 !!

様々な挑戦を通して成長

大宜味小学校 宿泊学習

５月 15 日（木）、16 日（金）の１泊２日、大宜味小学校の５、６年生
が名護青年の家に宿泊学習に行きました。竹笛づくりや火おこし、薪割り、
名護岳登山など普段の生活ではできない様々な体験をしました。
家とは違い、火をおこすのも、燃料となる薪を割るのも大変な作業。
いつもの生活がいかに便利なのか気づかされつつも、１つ１つの作業を
楽しみながらこなしていきました。名護岳登山では斜面を登ったり小川
を渡ったり、協力しながら登頂。５年生の上地希空さんは「頂上まで登
るのは大変だったけど、みんなで助け合って登れた。力を合わせること
はすばらしいと思った。」と感想に綴りました。

１

こうすると後片付けが
楽になるんだって～♪
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みんな揃って…
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学校へ行こう !!
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絶対に負けられない戦いが、そこにはある

村内幼・小・中一斉授業参観

５月 21 日（水）、村内幼稚園、小学校、中学校の一斉授業参観がありました。
園や学校にはお父さん、お母さんを始め、おじいちゃんやおばあちゃん、地域の方などたくさんの方々
が、普段、子どもたちがどんな勉強をしているのか、どんな学校生活を送っているのか見学しに来てく
れました。
どの学校でも工夫をこなした授業が行われ、楽しんで学ぶ子たちの姿に、訪れた人たちも安心した様
子でした。

大宜味幼稚園

大宜味小学校

塩屋小学校

いくつといくつ？
上手に分けられるかな？

How are you?
I am happy♪

行儀よく食事できるかな？
５、６年生

英語

１年生

好きです♥牛乳♥

１年生

でいご組

国語

３年生

第１弾 「2014 VIVA Ｗ杯サッカー大会開幕」

５月 11 日 （日）、 平成 26 年度わんぱく体験団が始動しました。 今年の団員はなんと 53 名！！もう、 １つの学
校みたいな規模。 あまりの大所帯に不安も募りますが、 そんなわんぱくに強い味方が…。
団員はすでに知っていると思いますが、 今年７月開始予定の 「学び舎あじまぁ」 （詳細は後程お知らせします）
の活動メンバーである琉球大学の学生さんが応援団として加わってくれました。 若い力が加わり、 今後さらにパワー
アップした活動を展開していく予定です。
ともあれ、 校長…、 いやいや団長のあいさつとともに開校開講です !!
１回目のわんぱくは毎年恒例
の班の名前と目標決め。 じっく
り話し合って決める班もあれば、
ちょっと手抜きしている班もありま
したが、 ６つの班名が決定しま
した！！
匠ジャパン

２班

給食

喜如嘉小学校

津波小学校

算数

平成 26 年度わんぱく体験団

いくつ見つかった？
つながりのある漢字

上手に音読できました☆
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国語

６班
レインボースマイル

わんぱくシークヮーサーキッズ
ぶながや

大宜味中学校

ただいま、まとめ中

掛け声に合わせて !! 体と頭の体操

体育、いいね♪

↑低学年、↓高学年

小さなことからコツコツと

走り幅跳びの練習

３

３、４年生

体育

国語

遊んでいる様ですが授業です

今日はラッキーです

アオバズク
出現中 !!

５、６年生

野鳥観察

３年生

班名が決まったら、 次はフットサルです。 低学年と高学年に分かれ、 それぞれ３チームずつ作り三角ゲームを
しました。 周りを見ながら動く高学年に対して、 ボールに一目散に集まる低学年。 狭いコースにゴールを決めた
り、 本人は気づかぬうちに見事なセーブを見せたりと名珍場面も見られ大いに盛り上がりました。
午後からはわんぱくの活動や
遊んでいるときに起こってしまう
「もしもの時」 に使える応急処置
方法をクイズで学びました （残
念ながら写真がありません）。
今年も大きなけがをすることも
なく、 楽しく活動をしていきたいと
思います。

体育

村内幼・小・中一斉授業参観

わんぱく体験団

２
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PA（プロジェクト アドベンチャー）体験
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かわいい１年生が仲間入り♪

大教委通信 No.２３３

とったど～ !!

高い所を渡ったり…

遊びを通して協調性を学びます

おんぶしてもらって
嬉しいな♪

その後ろでは…

ヨッシャー !!

私も～

無理っす

んまっ !

登ったり…

いいでしょ
大漁♪大漁♪
おふくろの味…だね

津波小
in
つつじエコパーク

ちょっとたくましくなったかも♪

喜如嘉小
in
森林公園
森おもちゃ美術館

嬉しい
楽しい

大宜味小
in
奥ヤンバルの里

春の 遠足

大物捕りました !!
in やんばる

塩屋小
in 結の浜公園

５月１日（木）に津波小学校、２日（金）に喜如嘉・大宜味・塩屋小学校
で春の遠足、１年生を迎える会が行われました。１年生を迎える会では在校
生の面白おかしい踊りや、歌で歓迎し、広い敷地で元気いっぱい遊びまくり
ました。今年は新しくできた施設に行ったり、プロジェクトアドベンチャー
体験など新たな試みもあり、児童たちにとってより一層思い出に残る遠足と
なりました。
場所は結の浜。近足です…

キラキラの１年生たち

手の中、ペットボトルに
カニがいっぱい

ゆかいな１年生♪

何を描く？巨匠の血が騒ぐ…
あれっ !? 僕力入れてない？

盛り上げ隊長

にいにぃ
逆じゃない？

ＳＨＩＯＹＡ
ＧＩＲＬＳ
COLLECTION

ちょ～楽しい♪
喜如嘉小名物

鯉泳ぎ !?
写真撮ってるよ…

弁当男子♪

無我夢中

た～すけて～ !!

う～まく～トリオ

５

村内小学校

１年生を迎える会＆遠足

４

創作意欲がわきます
ぽっくりに挑戦 !!

社会的に人間関係や子育てでお悩みの方が増えてきました。
﹁人は ﹃理解﹄されるために生きている。﹂
これは、 とあるビジネス成功者の言葉です。
ビジネスの一番の成功の秘訣は何か？の問いに
﹁ビジネスの成功は理解を極める事である。 理解は最強のビジネス
スキルであり、 それこそ愛のスキルである﹂
と答えました。 人は理解されていると思うと、 人間関係が始まり
理解されていないと思うと人間関係が終わってしまいます。
中国の古い文献 ﹃史記 ・刺客伝﹄にも
﹁士は己を知る者の為に死す﹂とあります。
それは自分を理解し認めててくれた者の為ならば一番大切な命と
引き換えでもいいというほど、 古くから人間関係において相手を
﹃理解﹄することという事が重要な事であったと言えます。
あなたはどれだけ子どもの事、 パートナーの事、 お友達の事、
家族の事を理解できていますか？
﹁理解する﹂というのは、 とても難しいことです。
なぜならば、 己以外の人間は全て他人なのですよね。
育った環境も違えば、 性格も、 価値観も全て違います。
その中で、 どれだけ自分の価値観を捨て、 相手に寄り
そって、 相手の気持ちを理解出来ますか。 自分のエゴ
︵価値観、 固定観念︶で相手に向き合っていませんか？
心から ﹁理解﹂された時、 きっと相手は変わります。
教育だけでなく人材育成、 恋愛、 結婚、 ビジネス等
対人関係に関わる全てにおいて、 上手くいくための奥義、
それが ﹃理解﹄するということです。

大漁♪

～

喜如嘉小

５年

宮城健大

山口栄智

入選

喜如嘉小

５年

福地想楽

大嶺拓真
大宜味小

２年

与那嶺りる
３年

宮城和奏

大城優音
４年

平良琉翔

上地凉

山城心
佳作
図画の部

県造形教育連盟共催、県教育委員会後援）に、今年も喜如嘉小、大宜味小の児童
トリウボウ主催

春の 遠 足
大 宜味 幼稚 園

ぼくたち、大宜味少年隊
ぐる
ぐる

４月 25 日（金）、大宜味幼稚園の
遠足がありました。今年の遠足は国
頭村にある森林公園にできた森のお
もちゃ美術館。木でできた卵の中に
埋もれてみたり、木のおもちゃで遊
んだり木のにおいと温もりを感じな
がら楽しい時間を過ごしました。

ツボにきく～ !!
うもれたいのっ！

６
幼稚園遠足・母の図画・作文コンクール
教育相談員だより
７

背より高く…力作です

入賞者
母の日図画・作文コンクール
第 52 回

今夜はマース煮よ♪

教育と対人関係のシンプルな「奥義」
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ＮＴＴ西日本沖縄支店 特別協賛「第 52 回母の日の図画・作文コンクール」（琉球新報社、デパー

が応募しました。「お母さん大好き」、「ありがとう」の気持ちがあふれる作品で、以下の児童たち
が入賞しましたので、ご紹介します。

ドゥーチュイムニー（独り言）
友寄景善

「バスケットボール関係の雑誌を賑わす選手になって欲しい。君たち

の活躍をバスケットマガジンで見るのを楽しみにしている」と、県立

Ｋ高校から県外の大学へ進学する部員の激励会であいさつした。あれ

から五年と三カ月、バスケットの雑誌どころではない、テレビ、新聞

を飾るスター選手に成長した男がいる。

去る五月二五日に開催された、プロバスケットボールＢＪリーグの

決勝戦で大活躍した琉球キングスの岸本隆一選手のことである。私の
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三人の息子と同世代で、ミニバスケット時代からよく知っている。小・

中学校は別々の学校に通ったが、Ｋ高校では岸本選手の後輩として下の

息子二人が一緒であった。大学は違ったが、インカレ大会のため上京

する息子達と一緒に食事をするなど親しくしてもらっていた。

岸本選手は大学へ進学するに際し、都内の強豪チームから強い誘い

もあったようであるが、都内の別の大学を選択した。大学でも力をい

かんなく発揮し、関東地区大学の得点王に輝くなど目覚ましい活躍で

あった。

こんな思い出がある。インカレ会場となった東京の代々木体育館で、

今月の生きもの

「友寄さん、友寄さん」と、声をかけながら近づいてくる人がいる。誰

だかわからず一瞬キョトンとしていたら、ニコニコしながら「岸本」

ですと、すぐに名乗った。

バスケットコート上の彼はよく知っており、遠くからでもすぐにわ

かるが、コート外、しかも一般の観客席で、見慣れない服装であった

ので戸惑った。観衆の中で私を見つけ、わざわざ寄ってきたのに申し

わけない気持ちでいっぱいであった。

六月七日からは岸本選手も出場した国頭地区中学校夏季総合体育大

会が開催される。大宜味中学校は、バスケット、ソフトテニス、野球

等に出場する。正々堂々と戦い、全力を出し切って欲しい。もちろん

優勝を目指して。
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ベニアジサシ：カモメ科
わたしたち、今会えるアイドル 夏季限定ヒロイン（ヒー
ロー）、ベニアジサシです。繁殖のためはるばるオーストラリア
から沖縄に来ました。来たばかりの頃はくちばしが黒いですが、
夏には赤くなります。おかっぱ頭に赤いくちばし♪ますます
チャーミングでしょ？私たちは、草の生えている岩場などで集
団繁殖します。とてもデリケートなので、繁殖している間は岩
礁に登ったり、近くで騒いだりしないでほしいの。お願いします。

～編集後記～
今年は例年より早い梅雨入り。 生きものにとっても、 私たちにとっても、 恵の雨ではありますが、 じめじめ
の日が続くといやいやになります。 日焼けはしたくないけれど、 太陽が恋しい…。 勝手ですね。
17 日（火）振替休日（大宜味中 6/15）
１日（日）家庭学習強化月間 ～６月

18 日（水）村学校保健委員会①

２日（月）区長会

村育英会総会

19 日（木）地域教育懇談会（喜如嘉小校区）

村キャリア教育推進機関 ～７月

20 日（金）地域教育懇談会（大宜味小校区）

６日（金）振替休日（大宜味中 6/7）
７日（土）地区中学校夏季総合体育大会 ～８日
国頭地区ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ交歓会 ～８日

21 日（土）ぶながやの里生涯学習講座①
北部地区ｽﾎﾟｰﾂ推進委員協議会実技研修会
23 日（月）沖縄慰霊の日

９日（月）振替休日（大宜味中 6/8）

25 日（水）村教委学校計画訪問（幼・給食センター）

11 日（水）海外短期留学第２回ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

26 日（木）地域教育懇談会（塩屋小校区）

13 日（金）村学推キャリア教育部会①

27 日（金）地域教育懇談会（津波小校区）

15 日（日）村ゴルフ大会

28 日（土）第 11 回リクジョっ子大会

大宜味中学校日曜参観

30 日（月）海外短期留学第３回ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
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