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夏の暑さに負けない魂がある。これこそ
美

楽

舞った

大中魂！

真

笑

決めた！

楽しんだ

第 35 回
大宜味中運動会
駆け抜けた

１

９月 14 日（日）、大宜味中学校において第 35 回運動会が行
われました。
天候に恵まれ、絶好の運動会日和となった今年の運動会。
短期間の練習ながらも組体操、エイサー、琉舞の団体競技も
力と息を合わせ、素晴らしいものを見せてくれました。
３年生リード（していたはず…）の総力リレーはまさかの
展開となりましたが、一人一人がそれぞれの種目を思い切り
楽しみ、笑いの絶えない運動会となりました。
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全力で走った ! 跳んだ ! 投げた !
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舟、大揺れですっ !!

新報児童オリンピック

８月 30 日（土）、31 日（日）に沖縄市陸上競技場におい
くぐらなきゃダメ？

て開催された、第 34 回沖縄県新報児童オリンピックに喜如
嘉クラブ（福地美楽惟、安里満帆、平良悠翔、比嘉銀二、上
原風輝、宮城健大）、塩屋クラブ（宮城敏伍）、オオギミ津波
見よ！俺のコーナリング

（玉城結衣、照屋希紗乃、玉城晴翔、辺土名勝人、島袋琉馬）、

オレたち撮られてる？

スタディオン（宮城梨琉、名嘉慶）の４チームから 14 名の

お先に♪

児童が出場。
日頃の練習、各々の努力の結果、好成績をおさめることが
できましたので報告いたします。
福地美楽惟さん

・★・★・村内児童入賞者・★・★・
２年女子 100m 走

２位

福地美楽惟（喜小）

記録

１７秒６３

５年男子ボール投

５位

比嘉

銀二（喜小）

記録

４７ｍ１６ｃｍ

４年男子ボール投

６位

宮城

敏伍（塩小）

記録

３４ｍ４５ｃｍ

６年男子走り幅跳

７位

名嘉

慶

（塩小）

記録

３ｍ９５ｃｍ

５年男子走り幅跳

１１位

平良

悠翔（喜小）

記録

３ｍ６２ｃｍ

４年女子 4×100mR

１位

比嘉銀二くん
先生の膝に座りたかったなぁ

宮城 梨琉（塩小） 記録 1 分０２秒３９
第２走：スタディオンＡ（名護在）

長年の活動が着実な力に…

きじょか～ズ快進撃 !!

2005 年から活動を続けている喜如嘉小ソフトテニスクラブのきじょか～ズ。その名前はもっと「き
じょか」をアピールしたいと言う思いからこれまで在籍した先輩たちが付けてくれました。
保護者や地域の方々の協力に支えられながら、放課後や土日に時間をとって練習に励み、この夏
も８月 30 日（土）に沖縄県総合運動公園で行われた第８回西日本小学生選手権大会沖縄予選（シ
ングルス戦）、８月 31 日（日）に行われた全沖縄小学生ソフトテニス選手権大会で好成績を収めま
した。小さい村、小さい学校でも「やればできる！」ことを様々な結果で見せてくれています。

第８回西日本小学生選手権大会沖縄予選
男子

福地想楽

（喜小 5 年）

３位

宮城天音

（喜小 4 年）

４位

宮城太陽

（塩小 5 年）

６位

花田悠馬

（喜小 5 年）

７位

山口栄智

（喜小 5 年）

４位

山城

（喜小 5 年）

５位

福地美楽惟（喜小 2 年）

心

ヤマシシっ子運動会ごっこ

９月６日（土）、 第 37 回塩屋保育所ヤマシシっ子運動会ごっこが開
催されました。
天気が悪く、 体育館での競技となりましたが、 かわいいひよこ組さ
んからたくましいひまわり組さんまで、 元気いっぱい動き回り会場
は大きな声援に包まれました。
お母さん頑張って !!

喜如嘉保育所 第 34 回

ぶながや運動会ごっこ

９月 20 日（土）、 第 34 回喜如嘉保育所ぶながや運動会が開催され
ました。 ５歳児のあいさつに始まり、 たんぽぽ組さん、 すみれさん、
ミニばらさん、 ばら組さんたちが走ったり、 跳んだり、 カメさんになっ
たり親子で釣りをしたり。 盛りだくさんの種目を楽しみました。
一番は…俺だ！俺だ！俺だ～！

一緒に走ろうよ♥

運転手さん、そこ左で…

全沖縄小学生ソフトテニス選手権大会

!
挙!

初優勝！

快

ちばりよ～

女子

２位

塩屋保育所 第 37 回

後は私に任せて !!

いいでしょ♥♥

出発進行 !!
最高♪

※上記選手は 12/13・14 に山口県で行われる
西日本大会へ出場します

３

花田悠馬 / 宮城天音ペア

児童オリンピック・きじょか～ズ

保育所運動会

２

２０１４年 （平成２６年） １０月１日

海外短期留学

大教委通信 No.２３７

大宜味中学校３年 山川はるひ

英語を話して世界に挑戦 !!

海外短期留学の参加決定通知が来たとき、 うれしさと同時に不安な気持ち
もありました。 しかし留学に行く準備をしていると、 不安が楽しみな気持ち
に変わっていきました。
～中学生はワシントン州立大学の寮に泊まりました。 大学は敷地がとても
広く、 大学全体では小さな町みたいになっていて、 おどろきました。
私たちはこの大学で勉強したり、 遊んだり買い物をしたりしました。 平日
は午前中に３時間授業を受け、 午後はアクティビティをして休日はいろんなところへ行きました。
授業は映画を見たり、 遊んだりしながら英語の勉強をしたので楽しかったです。
～毎日貴重な体験ができ、 一日一日がとても充実していました。
日本と一番違うのは、 食生活です。 油っこい食べ物が多く、 ハイカロリーな食事でした。 最初、 大学の
カフェで食事をしたとき、 口にあわなくてほとんど食べられませんでした。 しかし、 慣れてくると美味
しく感じられて、 たくさん食べるようになりました。 いつも料理の種類が多くて、 いろんな料理をとっ
てしまい、 食べきれませんでしたが、 アメリカではおかわりするより、 たくさんとって残した方がいい
と聞き、 やっぱり日本と習慣がちがうなぁと感じました。
アメリカ滞在最終日、 生まれて初めての野球観戦。 本場アメリカで
見た野球は会場がとても盛り上がっていて、 あまり野球に興味のない
私でも興奮しました。
～今回の海外短期留学は、 一生忘れられない思い出となりました。 本当にあ
りがとうございました。 この体験を活かし、 またアメリカに行きたいです。

視野を広げて

大宜味中学校２年 宮城佑喜乃

アメリカで体験した事すべてが楽しく、 すばらしい思い出となりました。
～三日目、 この日からクラスがスタートします。 まず、 クラスを決めるためのテストがありました。 筆
記テストは全然ダメだったけど、 面接では緊張せずに楽しく話ができてほっとしました。 テストの結果
はなんとＡクラス。アメリカは評価の仕方も違うことに気がつきました。
みんなについていけるか不安だったけど、 助けてもらって何とかつい
ていけたのでよかったです。私たちを教えてくれた先生はロバート先生、
エミリー先生、 ケリー先生の三人で、 わからない単語や言葉があると、
わかるまで教えてくれました。
～アメリカで体験させてもらった事はすべてが初めてでおもしろい事
ばかりでしたが、 特におもしろかったのは馬に乗った事です。 最初は言
うことを聞いてくれなかったけど、 私が指示を出せるようになってくると、 馬も安心したのか言うこと
を聞いてくれるようになりました。 下りはバランスがとりづらくて怖かったけど落ちなくてよかったで
す。
～公園では小さい子や同じ年ぐらいの子と仲良くなりました。 私の英
語は小さい子よりちょっと上くらいだったので、 まだまだだなと思い
ました。 でも、 ジェスチャーを使えば通じることもあって言葉がすべ
てではないことにも気づきました。
この留学を終えて本当にたくさんの事を学び、 広い世界を見ることも
できました。 ここで学んだ事をそのままにするのではなく、 次のステッ
プへとつなげていきたいです。
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ネイティブの英語を身につける

夏休み海外短期留学 2014

８月 28 日（木）、役場第１会議室において、短期留学報告会が行
われました。
今年の短期留学は７月９日～ 29 日の期間で行われ、大宜味村から
は大宜味中２年生の宮城佑喜乃さん、３年生の山川はるひさん、北
部農林高校３年生の崎山楓さんが参加。ワシントン州立大学（中学
生）、ゴンザガ大学（高校生）で生の英語に触れ、様々なプログラム
を体験した貴重な３週間の思い出を報告しました。
３名の報告を受けて島袋義久村長は「今日の報告を聞いて、３名ともカバンには入りきらない成果を
持ってきたことがわかる。この成果を今後活かしていくことを期待する。」と激励しました。
楓さん、はるひさん、佑喜乃さんの報告（一部抜粋）をご紹介します。
これを読んで、自分も行きたいと思ったそこの君 !! ぜひ、来年の短期留学にチャレンジして下さい。

海外短期留学に参加して

北部農林高等学校３年 崎山 楓

５月の選考試験を受けて合格通知が来たとき、 嬉しかったのはもちろん
だけど、 自分が本当にアメリカに行くのが信じられなかったです。
～シアトル空港に着き、 掲示板や放送がすべて英語で、 どこを見ても外国
人という状況におかれ 「あ、 自分は本当にアメリカに来てしまたんだぁ」
と実感がわきました。
Ｔｅｘｔｂｏｏｋも先生も全て英語で、 全然理解出来なくて、 うなずき
ながら話を聞いているみんながすごいなぁと思ったのと同時に、 自分の勉
強不足が身にしみました。 ～環境にも慣れていない最初の数日はホームシックになりました。
だけど、Ｃｌａｓｓの後にあるＡｃｔｉｖｉｔｙでいろんな所へ行き、 様々な体験をして楽しんだお
かげでなんとかやっていけました。
Ａｃｔｉｖｉｔｙでは、Ｒｏｄｅｏを見に行ったり、Ｇｏｎｚａｇａ大学の周りを歩いて観光したり、Ｍ
ａｉｌでＳｈｏｐｐｉｎｇしたり、 海のような湖に泳ぎに行ったり、 プラネタリウムも見に行った
し、 チェリー狩りにも行きました。 ～毎日違う場所に行って、 日本では出来ないような体験をたく
さんしました。
～終了式、 一人一人に違うアワード賞が受賞されました。 私は 「一番伸びたで賞」 をもらいました。
意外だったのでびっくりしたけど、 素直にうれしかったです。
Ｇｏｎｚａｇａ大学に来て最初の頃を、 言葉の通じないじれったさや勉強についていけるのか不安と
かマイナス部分が多かったけど、 皆で 「アナと雪の女王」 のＬｅｔ ｉｔ ｇｏを歌ったり、 スマホで音
楽を流して一緒にダンスして仲良くなっていったし、Ｃｌａｓｓでは友達に聞きまくったり、 先生にも
日本語混じりの英語で質問して、 少しずつだけど、 先生の言っていることは理解できるようになり、 来
た時と違ってもっと学びたい、 言葉はめちゃくちゃだけど話したいと思いました。
～本当に３週間はあっという間だったけど、 この３週間で得たものは多
く、 楽しかったという思いでだけじゃなく、 自分のスキルの無さを知り、
そのおかげで勉強に対する意欲も高まったし、 最高の仲間もでき、 日本
では味わうことの出来ない体験もたくさんしました。 人と出会う楽しさ
も知りました。
この経験を進路やこれからの人生に活かしていきたいです。 そして大
宜味村の期待にこたえられるような人になります。

海外短期留学報告会
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ホッと

大宜味人の
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平成 26 年度

歯・口の健康に関する図画ポスターコンクール入賞者

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。
大 中
26.9

.24

入賞
１年生

前田

琉夏（喜小） 島袋

晃匠（大小）我那覇藍貴（塩小）

高江洲奈緒（津小） 廣河

舞蓮（津小）

２年生

島袋

月菜（喜小） 金城

英城（大小） 大城

琉音（塩小） 神里

莉亜（津小）

毎年恒例の運動会のエイサー。 今年も村青年会の皆さんが

３年生

安里

満帆（喜小） 崎山ひなた（大小） 島袋

鈴菜（塩小） 仲原

望愛（津小）

指導に駆けつけてくれました。 ご多忙の中、 仕事の傍ら、 上司

４年生

知念珠里亜（喜小） 照屋

瑠音（大小） 大石

洋平（塩小） 山城

絵磨（津小）

のご理解と各課の協力を得て、 後輩を育てたいという気持ちで

５年生

山川瀬里葉（喜小） 上地

希空（大小） 宮本

琴乃（塩小）

指導されたと思います。 みなさんのおかげで運動会を大盛況に

６年生

吉濱

笑夏（大小） 前原

凜

「第 35 回大宜味中学校運動会 エイサー指導、 地謡に感謝♪感謝♪」

爽

（喜小） 照屋

（塩小） 仲宗根

舞（津小）

終えることが出来ました。

第 11 回 「おきなわの観光」意見発表コンクール

９月３日から始まったエイサー指導には前田文彦会長を筆頭に
津波古達功さん、 古我知禎さん、 安里瞬さん、 志良堂寛太
さん、 大城清哉さん、 山城大地さん、 比嘉一詞さん、 崎山星斗さん、 倉持有希さん、 真謝えり子さん、
平良真理子さんが協力してくれました。 エイサーの指導を通して青年
会が様々なイベントに積極的に活動していることが伝わってきました。
わずか３回指導ではありましたが、 大太鼓や締太鼓、 パーランクー
の持ち方から指導を受け、 ２、 ３年は慣れた手つきですんなりと、 １

７月 12 日（土）に沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハで行われた第 11 回「おきなわの観光」
意見発表コンクールに喜如嘉小５年生の上原風輝くんが出場し、優良賞を受賞しました。
このコンクールは「未来の沖縄の観光」をテーマに大好きな沖縄についての想いや夢を意見発表
するものです。風輝くんは喜如嘉小に転校してきて喜如嘉ターブクの鳥たちや家の周りにいる生き
ものとの出会いに感動したこと、みんなに伝えたいこと、大宜味の自然を大切にして守っていきた
いという気持ちを力強く発表してくれました。おめでとうございます !!

年生は見よう見まねで踊っていました。
来年はきっともっと堂々と踊れるはず！

優良賞

練習の際、 青年会から 「もっと元気を出して、 大きく動いてほしい。

喜如嘉小５年

「自然豊かな大宜味村」

見ている人たちも楽しくなるように、 とにかく自分たちが楽しんで踊ってほしい。」 との激励を受けていたことも
あり、 本番当日は、 全校生徒のかけ声やヘーシも聞こえ、 指導して下さった先輩方に舞で気持ちを伝え

参加賞

喜如嘉小５年

ることができたのではないでしょうか。

６年

村の行事は村おこしの一つ。 大宜味中のみんなが、 大先輩達が築いた村の伝統エイサーを継承してくれ
る事を願っています。

healing

のマスター玉城良治さんと、 良太さんが来てくれ、 そして今年運動
会初デビューとなる枝川南さんが参戦してくれました。 音響機器も全

花田悠馬

山川瀬里葉

山城心

川村海

いやしの音楽

絆

また、 毎年恒例となった、 エイサーの地謡に今年もマリンレストラン

コンサート

沖縄の歌 ・ 琉球古典 ・ クラッシック ・ ポップス ・ 唱歌など本格的なコンサートを聴き、 癒されてみませんか？

て持参。 感謝、 感謝です。
また、 練習の際は毎時間鼻歌だった入退場の行進。 本番では
吹奏楽部の生の演奏となり、 会場を一層盛り上げてくれました。
今年の大宜味中の変容ぶりにワクワク、 ドキドキです。

日 時 ： 2014 年 10 月 12 日 （日）

開場 pm5:00 ～ 開演 pm5:30 ～ （約２時間）

場 所 ： 大宜味村農村環境改善センター （喜如嘉）
入場料 ： 無料

吉田春子

７

上原風輝

大宜味人のホッとする話

主 催 ： いやしの音楽 「絆」 コンサート大宜味村公演実行委員会

後 援 ： 大宜味村教育委員会

図画ポスター入賞者・おきなわの観光意見発表コンクール・お知らせ

６

ドゥーチュイムニー（独り言）

友寄景善

五十年程前の小学生時代のことである。国費で医学部へ進学した同級生
のお兄さんが我が大宜味小学校を訪問された。医学生の身であったのか、

すでに医者になられていたのかはハッキリしない。歓迎式や講話等、特別

なセレモニーの記憶がないので、帰郷のついでに寄られたのかもしらん。
当時は、国費で県外の大学へ進学するのがディキヤーの道であった。国

費で、しかも東京の大学の医学部へ進学した先輩が訪れてきたのである。

すごい先輩を一目見ようと、職員室から出てきた所を皆で取り囲み、校門

まで見送った記憶がある。
小中学校時代の下校途中、別の同級生の家へ時々立ち寄った。いわゆる
道草を食っていた。海辺に家があり、同級生にしてみれば海浜は自分の庭
のようであり、海に関して詳しかった。釣針の結び方も小学校四・五年の時、
その家の縁側で同級生から習った。今でもその方法で魚を釣っている。庭

18 日（土）辺土名地区ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ交歓会
19 日（日）国頭郡陸上競技大会（金武町）
21 日（火）村童話お話審査員打合会（喜小）
22 日（水）村学校保管委員会② 講演会
24 日（金）村童話・お話大会
（低：塩小、高：喜小）
国頭地区幼稚園教育課程研究協議会
26 日（日）老・婦合同スポーツ大会
28 日（火）村教委学校計画訪問⑤（大宜味中）
30 日（木）村教委学校計画訪問⑥（喜如嘉小）

１日（水）区長会 家庭学習月間～ 11 月
４日（土）国頭地区中学校陸上大会
５日（日）幼稚園運動会
11 日（土）生涯学習講座②
13 日（月）体育の日
15 日（水）村教委学校計画訪問③（塩屋小）
校内童話お話大会（塩屋小）
16 日（木）村教委学校計画訪問④（津波小）
修学旅行～ 17 日（塩屋小）
校内童話お話大会（大宜味小）

の一角には金網で囲った、二坪程の広さに、人が立って入れる大きさの、
生物を観察する小屋があった。同級生のお兄さんが造った施設で、金網の
中には木々や池もあり、自然が凝縮された中で、小鳥等の小動物が飼われ
ていた。
私も真似て我が家の庭に同じようなものを父と一緒に造った。小鳥、鯉、
カメ、ウシガエル（別名＝食用ガエル）などを放した。ウシガエルの好物は、
ニイニイゼミとクマゼミであった。カエルの近くに放ると、すぐに飛びつ

いた。衝撃であったのは、水辺に降り立ったメジロをパクリと飲み込んだ

ときである。
前述の同級生のお兄さんは、身近な生物と触れ合いながらＲ球大学の生

物関係学科にすんなりと（？）合格した。見習うべきであったが、私は横

道にそれて受験する資格を自ら失った。希望する大学に合格するためには、

早めに情報を得、その対策を講じなければならない。大学を身近に感ずる

ことも良い。村教育委員会では、Ｒ球大学と連携して数多くの事業を実施中

である。ディー、参加させてみよう。

アカマタ：ナミヘビ科

今月の生きもの
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ジロジロ見ないでもらえる？あまりしつこいと咬むわよっ！
な～んて冗談♪私、アカマタです。毒はないけれど、気が荒くてハ
ブの天敵なんて言われているの。ちょっと気が強いだけなのにね…。
最近バラエティ番組なんかに出てたりするけど、もともと私たちが
住んでいるのは沖縄か奄美。内地にはいないの。覚えておいてね。
テレビの真似して噛まれちゃだめよ。無毒だけれど、野生動物だし、
ばい菌持ってるから、めちゃくちゃ腫れるし、すごく痛いはず。

～編集後記～

秋分の日も過ぎ、 いつまでも明るいと思っていた空もいつの間にか暗くなっていたり、 朝晩過ごしやすくなっ
てきたり、 沖縄にも秋が来ました。 これから冬鳥の飛来や空の雲、 吹く風などからどんどん、 秋を感じるこ
とでしょう。 ちょっとした変化に気づける感覚と心をいつまでも持っていたいですね。

８

