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情報交差点・心と心の交わり
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大宜味村教育委員会
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第 21 回コカ・コーラ環境教育賞の活動表彰部門

喜如嘉小 優秀賞受賞

喜如嘉小学校が行っている野鳥観察の活動が第 21 回コカ・コーラ環境教育賞の活動表彰部門にノミネー
トされ、８月８日（金）～ 10 日（日）、雨煙別小学校 コカ・コーラ環境ハウス（北海道夕張郡栗山町）
で開催された「コカ・コーラ環境フォーラム」に６年生の吉濱爽くん、川村海くん、稲福匠くんが参加。フォー
ラム内で実施する最終選考会でプレゼンテーションを行い、優秀賞を獲得しました。
この賞は、地域に根ざした環境活動を行っている団体や小中学生を中心とした活動で組織化されている
団体、自然体験を通して活動を地域社会に繋げている団体に贈られるもので、喜如嘉小の活動は、全国の
小学生から大学生まで 105 団体の中から最終選考の 15 団体に選ばれました。
プレゼンテーションでは喜如嘉小学校のこれまでの活動や地域の方々の協力についても発表し、野鳥観
察を通して、地元の自然環境に自分たちだけでなく地域の人々も関心を持ち保全活動に繋げていることを
伝えました。
プレゼンテーションを終え、稲福匠くんは「他の学校の環境保護活動も一生懸命だった。自分たちも野
鳥観察を通して環境を守りたい。」と、他校の活動に刺激を受け、ますますの意欲を見せてくれました。
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今年もやって来ました !!
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体験の翼
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２班

１班

７月 24 日（木）～ 26 日（土）、今年も福島県西会津町から体験の翼の交流団が大宜味村の団員たちと交流にやっ
という短い期間ではありましたが、海や水族館に行ったり、バーベキューをしたり、沖縄の夏を西会津の友達と

班長

てきました。今年度の大宜味村の団員は男子７名、女子８名。西会津町の団員は男子４名女子 12 名。２泊３日

ドキドキの初対面♪

西会津町

児童生徒交流団

一緒に楽しみました。来年の２月には大宜味の団員が西会津に向かいます。その時は西会津の冬を思う存分楽し
んできてください。

平成２６年度

今年度の交流団です。
大人気！ｼｰｸヮｰｻｰｼｬｰﾍﾞｯﾄ♪

男子７名、 女子８名
引率４名
吉濱 爽（喜小６）

稲福 匠（喜小６）

金城尚輝（大中１）

座喜味小町（塩小６）

名嘉 慶（塩小６）

山川瀬里葉（喜小６）

団長：濱川栄優

島袋智史（大小６）

外園華音（大小５）

川村 海（喜小６）

副団長：仲宗根正次

平良日菜多（喜小５）

上地希空（大小５）

高江洲志穂（大小６）

新城太然（塩小５）

仲宗根舞（津小６）

宮本琴乃（塩小５）

引率

副班長

友達と過ごす時間は昼も…

みんなで見た夕陽は最高にきれいだった…

夜も楽しかった !!

夏満喫♪

養護：仲本寿真子

たくさん思い出できました !!

短かったけど、一緒に過ごした日々は忘れない…また、２月に会おうね♪

３

平成 26 年度

体験の 翼

夏季交流

事務局：宮城 敦
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今年もわんぱくたちの夏がやってきた !!
平成 26 年度わんぱく体験団

第３弾 「葉っぱを使っておもちゃづくり」 ＆ 「ＴＨＥ ＣＡＭＰ！！」

① 8 月 13 日

（水） ～ 14 日 （木）、 改善センター、 大国林道においてわ
んぱく体験団第３弾 「葉っぱを使っておもちゃづくり」、 「ＴＨＥ ＣＡＭＰ!!」
が行われました。
午前中は団員全員での作業。 今回はソテツの葉を使い、 虫かごづくり。
結構簡単な作業と思っていたけれど、 葉っぱ選びを失敗しまったため、 あ
れよあれよと葉っぱが折れてしまい、 なかなか作業が進まない…。 運よく
若い葉っぱを手に入れた一部の団員達だけが立派な虫かごを作っていま
した。 みんな、 ごめんね。

② 虫かごづくりの後はアダンの風車やクロツグのへび、

そりなども作りました。 おじぃ、 おばぁからすでにおもちゃづく
りを習っていた団員たちは、 みんなに、 金魚や指ハブ、 そりの作り方を教えてくれました。
頼もしい助っ人…いやいや、 先生のおかげで様々なおもちゃをつくることができました。

みんな、真剣。もくもくと作業に没頭してます。

③ 午後からは、

いよいよキャンプ !! さあ、 ここからはガスも電気もない森で１日過ごすことに。 もちろん、 寝床
やトイレも自分たちで作らなきゃならない。 現代っ子にはちょっと過酷なキャンプ。 テントも張り、 燃料となるマキ
もあつめ、 先生の指示に従って火おこし、 飯盒炊飯、 カレー作りをしました。
わんぱく、家を建てる。
尻、燃えるぞ～

わんぱく先生の指導により、立派なそりができました !!

上等虫かごできあがり !!

④
キャンプ最高♪

夕食も済ませ、 あとは肝試しか昆虫採集を楽しむぞ～と思っていたら、 雨…雨…雨～～ !! テン
トがあるから大丈夫と思いきや、 老朽化のせいでどのテントも雨漏り＆浸水。 キャ～ !!
子どもたちの安全も配慮し、 無念の下山、 改善センターでの宿泊となりました。
改善センターでは緊張がほぐれたせいか、 修学旅行のようにはしゃぐ団員たち。 「肝試しがした
い！」 というリクエストに応え、 怖い話を聞かせたところ、 肝試しどころか一人でトイレに行けなくなるくらいの怖が
りよう…。 意外にみんなビビりでした (>_<)
翌日はテントや食器、 テーブルなどの片づけ。 自分たちが使ったものは自分たちで片づける当たり前のこと
を身をもって知ってもらいました。
テントの洗浄、使ったものの片づけまでがキャンプです !!

うちのカレーが一番 !!

改善センターで迎えた朝…

とにかくけむいです…

おまけ…

最後は頑張ったみんなにごほうびタイム♪差し入れのスイカでスイカ割りをしました。
ぐるぐる回ったせいか、 とんでもない方向に歩いていく団員… と、 言うか、 そんな方向に誘導していく仲間たち…
盛り上がったところでスイカも割れ、 ２個あったスイカはあっという間に団員たちのお腹の中へ消えていきました…。

見事命中 !!

ヤバい、怖い話しか思い出せん…

～～キャンプの感想（抜粋）～～

彼は何と戦っているのか…

５

外で食べるスイカは格別だぁ

わんぱく体験団

おもちゃづくり＆キャンプ

・大国林道は山とかしか見えなくて、 本当に何もありませんでした。
・カレーを作ったりしてとても楽しかった。
テントの立て方もわかって良かったです。
・キャンプでは雨が降って雨もりや下がぬれたり大変でした。
・みんなでこわい話をして楽しかったです。
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ホッと

村内のホッとな活動をご紹介♪

大宜味人の

このコーナーでは地域の方々が取り組んでいるさまざまな活動を紹介していきます。
紹介してほしい活動などあれば教育委員会「あじま～」担当：倉持までご連絡ください。
津 波
26.8

.22

夏休み恒例のラジオ体操。 津波から１名、渡海団地から５名が参加しました。
子供会の会長の玉城晴翔さん、 妹の結衣さん、 お母さんの優香さんは眠い
目を擦りながらラジカセを片手に皆より 10 分早起きして待機。
家庭の都合で参加できない児童もいましたが、 一人でも曲に合わせて体をほぐ
している姿は素直な気持ちの現れでしょうか。
カードにスタンプを押印したら、 次は集会場の清掃です。 例え一人でもやる、
出来る、 そう言う子が増えることを期待したいですね。 大人が参加しなくても、
いなくてもやれる渡海団地班長の晴翔くん夏休みの期間早起きも大変だったと
思いますが、 「偉い、 凄い」 一言です。 ご苦労様でした。
参加下さった皆さんご協力有り難う御座いました。 毎日休まずに続けた事が
自慢の一つです。 邑人さん、 晴翔さん、 結衣さんきっと２学期も色んな面で頑張れるでしょう。

「大宜味中、 地区大会に向けて、 全校生徒で取り組む !!」
大宜味中学校創立 35 年。 先輩達が築いた陸上の練習しっかり受け継ぎました。
夏休みに入ると同時に３年生が中心になり、 地区陸上大会に向けて、 全校生徒
が熱心に取り組んでいるというホットなニュース。 色鮮やかな短パン姿が印象的でした。
猛暑の中、 弱音を吐かずに頑張る生徒たち。 短距離と長距離に分かれての練習、
先生方の叱咤激励でスピードも速くなる光景も見られました。 こんなに頑張れるその
根拠は、 どこに有るのだろうか？
野球部が結成され、 大会に出場したこと、 男女テニス部団体戦の優勝、 準優勝。
個人戦優勝。 水泳では花城綾姫、 瑞姫姉妹水泳２、 ３位に輝き、 バスケット男
子１、 ２年生大会は３位に入賞するなど、 全校生徒に自信が出てきたのではないで
しょうか。
惜しくも大会で実績を残す事が出来なかった部も 「やれば、 頑張れば、 出来る」 ことが理解できたかな？
男子キャプテン平良勇志さん、 女子キャップテン稲福珠音さん、 自信を持って当たれ～～
～先生方からのコメント～
玉寄正人先生「３年生が中心になり雰囲気を作って盛り上げ、全員が一生懸命自分の記録に挑戦しょうとする姿勢が見られ、
日々成長しています」
仲村渠綾先生 「８月 23 ～ 24 日に開催されるジュニア陸上大会に向けて 30 名がエントリーしています。 上位を目指して頑
張ります。 応援を宜しくお願いします。」
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学び舎あじまぁ

読書感想文サポート講座

８月 22 日（金）、村農村環境改善センターにおいて「読書感想文サ
ポート講座」が開催されました。
これは学び舎あじまぁのどきどきサマーホリデー（8/21 ～ 25 まで
実施）の特別企画として行われたもので、琉球大学教育学部の望月道
浩先生を講師に、本の読み方や感想の書き方のコツを学びました。
講座では１～２年生、３～４年生、５年生以上に分かれ、はじめに
本を読んで不思議だなと思ったところや感動したところ、主人公と自
分の思いが同じところ、違うところ、面白いなと思った言葉などを本
の中から探し、付せん紙を貼っていく作業をしました。
次にたくさんの付せん紙を「はじめ」、
「なか」、
「おわり」に整理し少しずつ文章を組み立てていきました。
読書感想文は、一人ではなかなか書けない、どうやって書いたらいいかわからないと言った理由から苦
手意識を持つ児童生徒も多かったですが、今回の講座を受け、「作文の書き方がわかってよかった。」、「自
分の思ったことなどを書けてよかった。」、「これからもこのやり方でやっていきたい。前より上手に書け
るようになった気がする。」、「先生の助けを借りてやったので、とてもいい感想文になると思う。」と言う
感想があがりました。
講座に参加して、苦手だと思っていた作文が、書き方のコツを習うこ
とによって今までよりスムーズに書けるようになった児童生徒も多く
みられました。
今年のどきどきサマーホリデーは終了しましたが、毎週土曜日に開
催される（９月６日は選挙前日のため、お休み）わくわくチャレンジ
サタデーは今後とも募集を続けていきます。大学生のお兄さん、お姉
さんと一緒に勉強したり、遊んだりしたい。苦手なものを克服したい
と言う児童生徒のみなさん、一度参加してみませんか？
詳しいことについては大宜味村教育委員会（☎44-3006）までご連絡ください。

みんなの協力が大きな力に…

大宜味小映写会でエコキャップ回収

８月 14 日（土）、大宜味小学校図書館にて「夏休みのなかゆく
い映写会」が行われました。
この映写会は大宜味小が毎年夏休みに行っているもので、入場
料として、一人ペットボトルのふた（エコキャップ）５個（以上）
を回収しました。今年の映画は「アナと雪の女王」とあって、児

「～～～でーじー暑かったよ～～～ 津波区民で海岸清掃」
夏休み初日の７月２０日。 午前９時から津波部落の恒例、 区民総出の海
岸清掃がありました。 屋良区長の合図で猛暑の中６０名余りの方が参加３班に
分かれ、 熊手、 のこぎり、 鎌を持ち作業にあたりました。
台風の去った後とあって、 大宜味中学校前海岸周辺は缶やキャンプで出た
腐った生ゴミが…。 大人８名の参加でしたが 「大変だー」 の連発でした。
津波バス停前、 かじなー～平南橋下では子どもから大人までが作業にあたり、
金城厚博ファミリー４名の参加も目立ちました。
暑い中での作業。 コップ一杯の水がこんなにも美味しかったとは…。
トラック２台でピストン搬送を行い、 公民館前は塵山となりました。 本当にお
疲れさまでした。
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コツをつかんでたのしく学ぼう !!

する話

「朝のラジオ体操だ～～～眠いよ～～～～それでも頑張った班長晴翔さん」
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童の他、幼稚園生も集まる大盛況。たくさんのエコキャップが集
まりました。
大宜味小ではこのエコキャップ回収で得たお金をユニセフ募金に寄付する予定です。
世界には水道も、整備された井戸も利用できず、生きるために欠かせない安全な水さえ手に入れら
れずにいる国の子どもたちがおり、その子どもたちに安全な水を届けるための寄付があります。
ユニセフ募金をしようと思いついた大宜味小の子どもたち。みんなであつめたペットボトルのふ
たが、遠い国の子どもたちの安全な水に繋がり、幼い子どもの命を守ることになります。

吉田春子

大宜味人のホッとする話

映画を楽しむだけでなく、人とのつながりを少しだけ感じられた夏休みとなりました。

読書感想文講座・大小夏休みなかゆくい映写会

６

ドゥーチュイムニー（独り言）

友寄景善

映画を一年ぶりに観てきた。タイトルの『世界の果ての通学路』に惹か
れ、新聞でも話題になっていたので那覇市内の映画館へ出かけた。夏休み

期間中で、小学生連れも多く大変込み合っていた。固定席では間に合わず

急きょ補助席を追加し、それでも足りなかったので立ち見や直接床に座り

込んで観ている人もいた。
内容は、世界の四地域の辺境に暮らしている子どもたちが、二二キロ、

一八キロ、一五キロ等の通学路を何時間もかけ、危険、そして過酷な道を

ひたすら学校へ通い続ける記録映画である。学校とは何か、を問いかけて
いた。
この映画同様、厳しい環境で学校へ通っていた私の同級生二人と、その
兄弟がいた。住んでいたところは山奥のエーガイ地域で、最近、近くに風
力発電が二基設置されたところである。そこから大宜味小中学校に通って
いた。学校までの道のりは八キロで、通学路がとても険しい山道である。
一部は登山道とでもいったほうがいい。
三〇〇メートル内外の山々を越える道は、曲がりくねり急こう配で狭い。
起伏が激しく、デコボコで障害物も多く歩きづらい。岩と岩の間をすり抜
ける個所もある。八キロの険しい通学路は、平坦地ならばその二・三倍の
距離に等しいだろう。それを小学校一年生が歩きとおして来たのだ。
同級生のカバンの中を、何かの拍子に見せてもらうと、懐中電灯が入っ

ていた。一瞬、なんのためだろうかと思ったが、すぐに理解できた。冬季

には、まだ夜が明けない早朝に出発し、通学途中に夜明けを迎える。そう

でないと遅刻する。雨の日には家族の人が学校に迎えに来たこともあった。

山々に濃い霧が発生し、見通しが悪くなるからだ。
通学路にはたくさんの思い出がある。特に、下校中は様々な遊びや冒険

をした。浜辺で遊び、川で泳ぎ、木の実はおやつ。土砂崩れの斜面は、滑

19 日（金）村Ｐ運営委員会②
20 日（土）第 34 回ぶながや運動会（喜保）
21 日（日）村陸上競技大会
22 日（月）振替休日（大中 9/14）
23 日（火）秋分の日
24 日（水）秋の交通安全推進村民大会
27 日（土）出校日（４小学校）
28 日（日）４小学校運動会
29 日（月）振替休日（４小 9/28、大中 10/4）
30 日（火）振替休日（４小 9/27）

１日（月）区長会
２日（火）大宜味小：夏休み作品展
６日（土）運動会（塩保）
国頭地区 3on3 大会
７日（日）村長、村議選挙
８日（月）振替休日（大中 9/13）
11 日（木）塩屋小：夏休み作品展
14 日（日）大宜味中学校運動会
農業委員会選挙
15 日（月）敬老の日

６

り台代わりになった。詳しく書くとまずいのでやめる。

オカガニ：オカガニ科

今月の生きもの

大教委通信 No.２３６
２０１４年 （平成２６年） ９月１日

よいせっ♪よいせっ♪みなさん、こんばんは。私、オカガニの
お母さんです。お腹にみっしりついているのは私の可愛いベイ
ビー（卵）たち。これから海に行って抱卵してくるの。私たちは
名前の通り、普段はおか（陸）に住んでいるんだけど、産卵の時
になると海に出るの。海で産まれた子は、幼生まで海で過ごして
その後稚ガニとして陸に戻ってくるのよ。海までの道のりはとっ
ても危険。車にひかれないよう気を付けなくっちゃ。

～編集後記～

夏休みも終わり、 新学期が始まりました。 ９月は運動会や陸上競技大会などもあり、 とにかく行事いっ
ぱいの１か月となります。 夏の暑さでだらけた体に鞭をうって、やる気みなぎるパワーで２学期に挑みたいですね。
頑張れ !! 子どもたち。 頑張れ !! 私…。
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