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大宜味村教育委員会
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塩屋小学校

環境省自然環境局長賞受賞 !!

11 月 25 日（火）に東京で開催された第 49 回全国野生生物保護実績発表大会（主催：環境省・公益財
団法人日本鳥類保護連盟）に塩屋小学校が出場し、環境省自然環境局長賞を受賞しました。
この大会は全国の小学校・中学校・高等学校・団体などが行っている「自然に親しむ活動」や「野生生
物保護活動」などの活動内容を発表するもので、塩屋小は平成 23 年度よりクラブ活動として設けた「自
然観察クラブ」の活動として、平成 25 年度から始めた屋古集落のチョウの観察について発表しました。
大会には６年生の座喜味小町さん、名嘉慶くん、５年生の宮本琴乃さんが塩屋小を代表して参加。今年
の観察では５科 40 種のチョウを確認できたこと、コノハチョウやミカドアゲハといった希少なチョウが
確認され屋古が自然豊かな自然環境にあることがわかったこと、地域の人たちと一緒に「自然の豊かさ＝
チョウがいつもたくさん飛んでいる地域」づくりを大宜味村から発信していきたいことを伝えました。
12 月 3 日（水）、小町さん、慶くん、琴乃さんが宮城功光村長に環境省自然環境局長賞の受賞を報告。
３名は「屋古が自然豊かなところだとみんなに伝えられてよかった。今後も調査を続け、内容を深め、地
域の人たちに伝えていきたい。」と感想を述べました。
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夜の森におじゃましま～す ! 冬のカエルに会いに行こう

ぶながやの里生涯学習講座

12 月 13 日（土）、 ２週続けてのぶながやの里生涯学習講座③「やんば
るの森のアイドルに会いに行こう！夜の生きものウオッチんぐ～」 が開
催されました。
改善センターに集まり、 まずは今回の観察会の主人公、 冬に繁殖する
カエルたちについてお勉強。 世界自然遺産の候補地となっているやんば
るにはとても狭い面積ながらも、 ここにしかいない生きもの（固有種）
がたくさんいること、 それはとても奇跡的なことで、 もっとみんなに知っ
てほしいことを講師の村山さんが力説してくれました。 そんな話も踏ま
え、 いざ出発。 長い道のりを経て大国林道沿いの観察ポイントへ。
最初に姿を現したのは、 リュウキュウアカガエル。 目の後ろの黒い線が特徴の冬に繁殖するカエルです。
続いてアカガエルを狙って水の中で待ち伏せしているヒメハブ。 場所を変え、 静かに待っていると・・・
「ピョピョピョ…」 と夜の森から小鳥のような声が !? この声の主は ???
これまたリュウキュウアカガエル。数日前に卵を確認した沢の水たまりにはイシカワガエルのおたまじゃ
くしも…。 ３種を目と耳で確認できました。 帰り道
ではヤンバルクイナに声を掛けてみましたが、 遠く
の方で１度鳴き返してくれたきり返事なし…(-_-;)。
運の良かった人たちだけがその声を聞けました。
この観察会を通して、 自分たちの身近にいる生き
ものについてより興味・関心を深め、 次の世代にも
残していきたいと思ってくれる子たちが出てきてく
れたら嬉しいです。

カエルを待ち伏せするヒメハブ
リュウキュウアカガエルの卵と
イシカワガエルのオタマジャクシ

大和と将太の冒険物語にワクワク、ドキドキ !!

劇団たんぽぽ公演

12 月 15 日（月）、塩屋小学校体育館において劇団たんぽぽによる
公演が行われました。
今年の劇は「めざせ！秘密のコッパ島」。夏休みを田舎のじいちゃ
んの家で過ごすことになった５年生の大和が、蔵で見つけたじい
ちゃんの友達の忘れ物を届けに仲間の将太を誘いコッパ島を目指す
お話。
舟が気になり台風の中海へ向かう大和の場面では傘の動きで嵐の
激しさを表現したり、コッパ島へ向かう場面では洞窟から聞こえる風の音を声で表現したり、劇団員の
１つ１つの動きでその情景が浮かび、物語にどんどん引き込まれていきました。
児童を代表して塩屋小６年の座喜味小町さんは「声が大きくてす
ごかった。ダンスや歌もあってとても楽しかった。次の公演が楽し
み。」と感想を述べ、塩屋小の濱川校長先生も「表現が素晴らしく、
台風の場面では本当に風が吹いているようだった。子どもたちもみ
んな集中して見ていたので良かった。みんなもそれぞれのコッパ島
を見つけてほしい。子どもたちに夢や希望を与えてくれてありがと
う。」とお礼のあいさつをしました。
今回の公演は学芸会後となってしまいましたが、来年度の学芸会
の参考になってくれたことと思います。

３

生涯学習講座③夜の生きもの観察・劇団たんぽぽ公演
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和そばが大宜味村を救う !? 大宜味村の赤土を学ぶ

ぶながやの里生涯学習講座

12 月 6 日（土）、 ぶながやの里生涯学習講座②「グリーンベルト植
栽と和そば打ち体験教室」 が開催されました。
この講座は模型を使った実験や赤土流出防止の植栽、 和そば打ち
体験から赤土がもたらす恩恵や環境に与える影響について意識して
みよう、 考えてみようという体験教室です。
改善センターではペットボトルの模型を使い、 雨で赤土が海まで
流れていく様子を再現。
畑から流れた赤土がだんだんと海に溜
まっていき、 サンゴや漁網に付いてしまっ
て、 海の生きものたちの生息や漁業にも影
響が出てくることを目の当たりにしまし
た。
江洲の畑では赤土の流出を防ぐために畑
の際にベチバーを植栽。 大宜味村では耕作
放棄地解消、 赤土流出防止のためにそば
栽培を始めており、 赤土つながりと言う
ことで、 大宜味村蕎麦生産組合の平良幸太郎さん指導のもと、 最後
に和そば打ち体験も行いました。
参加者からは 「赤土のことを学ぶよい機会になった。」、 「ベチバー
が大きく育って赤土流出を防いでほしい。」、 「そば打ちは思ったより
簡単で、 おいしかった。」 など声があがり、 大宜味村の赤土の現状を
知ることができ、 おいしいそばも食べられる有意義な講座となりま
した。

みんなの気持ちと声を合わせて…

人材育成寄付金として

島袋義久様より児童生徒の人
材育成にと 12 月 18 日、 寄付を
いただきました。

12 月 6 日（土）、名護市民会
館において津波小学校の児童が
第 46 回国頭地区小学校音楽発
表会に出場しました。
音楽発表会に出場するのは今
年で２回目。学習発表会でも
歌った「気球に乗ってどこまで
も」を全校児童で歌いきりました。
惜しくも全沖縄学校音楽発表会の出場は逃しましたが、審査員
の先生方からは「全児童で大きなステージで歌えることは素敵。」、
「やわらかい発音で好感の持てる合唱。」などの講評をいただき、
少ない児童でもみんなで力を合わせれば、大きな舞台にも臆する
ことなく立てることを見せてくれました。

★初めて参加した１年生の感想★
「はじめての音がく発表会でしたが、きんちょうせずにできました。みんながおうえんしてくれたので、すご
くがんばって発表できたのでよかったです。」

なかはら るあ

生涯学習講座②ベチバー植栽＆和そば打ち体験・津波小音楽発表会・寄付
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津波小

一人一人が主役！
届けよう キラキラ輝く 笑顔と感動

歌三線

全校音読

群読・表現
感じて！私たちの鼓動

伝えよう！！僕らの鼓動

合奏「８人のハーモニー」
劇「じゅげむ」

合唱「ともだちの木」

喜如嘉小
みんなが主役だ！
キラキラ輝け喜如嘉っ子！

音楽劇「ないたあかおに」

学芸 会 ♪ 学 習 発 表会 ♪

お話：宮城健大くん 11 月 30 日（日）、喜如嘉小、大宜味小で学芸会が津波小で学習発表会が行われました。
各小学校での学芸会・学習発表会は後２回。

三線幕開け：琉球音楽

大宜味小では大宜味大工や大宜味小のなかまたちの劇や大宜味校区で行われている豊
年祭や大宜味小学校を調べた学習発表など、大宜味小ならではの演目が光りました。

お話：仲宗根舞さん
終了後みんなでお見送り

自分たちで調べたことを物語にした喜如嘉小の郷土劇や琉装で幕開けした津波小の四
季口説など、それぞれの学校が独自の色を出し、学芸会・学習発表を盛り上げ、訪れた
家族や地域の人たちに感動を与えました。
群読「大宜味の四季」

劇「大宜味大工ものがたり」

大宜味小
一人一人が笑顔で感動をよぶ
学芸会にしよう！
音楽劇「大宜味小のなかまたち」

５

発表「初代校長、シマンター平松、自慢の先輩」

発表「校歌・校歌ダンスについて」

学芸会・学習発表会

発表「わたしたちの豊年祭」
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2014 年

スポーツ

大宜味っ子たちの活躍

２月

第 12 回国頭地区ミニバスケットボール交歓会さよなら大会（2 月 22 日）

６月

第 88 回国頭地区ミニバスケットボール交歓会（6 月 8 日）

混成Ｊブロック

混成優勝

優勝

大宜味小

学校奨励賞
大会新記録（6 月 28 日）

福地美楽惟（喜小）17 秒 33

小４女子 100m 走

宮城

梨琉（塩小）15 秒 88

小５男子 100m 走

平良

悠翔（喜小）14 秒 78

小５男子 100m 走

比嘉

銀二（喜小）15 秒 02

中２女子 100m 走

花城

綾姫（大中）14 秒 47

中２女子 走高跳

花城

綾姫（大中）1m20 ㎝

特選

配布（7 月 7 日）

ともに２位

３位

13 ～ 14 才女子 50m 背泳ぎ

３位

ともに２位

９月

２位
３位

金城さくら（トランペット）

優秀賞

喜小２年

福地美楽惟

４年女子 400mR

ｽﾀﾃﾞｨｵﾝA

花田悠馬・平良悠翔・山口栄智・比嘉銀二
学校賞・銀賞 『屋古のチョウの研究』

名嘉慶・真栄田元・前原凜・渡部千波音・座喜味小町

宮城梨琉（第 2 走者）

宮城太陽・新城太然・宮城誠洋・新城はる乃・宮本琴乃

沖縄予選大会（8 月 30 日）

２位

福地想楽（喜小５年）

中島杏夏・真喜志侑・真喜志燿・宮城敏伍・前原颯捺

３位

宮城天音（喜小４年）

宮城妃奈野・宮城梨琉・我那覇丞佑・石垣希里斗
宮本大雅・前田楓夏・島袋鈴菜・玉城清菜・名嘉歩生

第 20 回全沖縄小学生ソフトテニス選手権大会（8 月 31 日）
優勝

花田悠馬（喜小５年）／

宮城

天音（喜小４年）ペア

３位

山城

福地美楽惟（喜小２年）ペア

10 月

塩屋小 C チーム （石垣希里斗
大城琉音

宮本大雅
金城吏勇

島袋鈴菜

第 54 回県児童・生徒科学作品展（10 月 15 日）
優良賞

第 7 回労金名護支店杯国頭地区ミニバスケット交歓会（9 月 6 日）

第 62 回全琉小・中・高図画・作文・書道コンクール（10 月 27 日）

真栄田楓夏

作文の部

宮城力輝）

優良賞

喜小５年

上原風輝・花田悠馬
山川瀬里葉

津波校区

女子１位

喜小６年

吉濱爽

優秀賞

大中２年

花城瑞姫

優良賞

大中３年

平良勇志

男子２位
書道の部

第 19 回九州小学生ソフトテニス選手権大会沖縄予選大会（11 月 1 日）
宮城天音／花田悠馬
11 月

九州小学生ソフトテニス研修大会

第 49 回全国野生生物保護実績発表会（11 月 25 日）
環境省自然環境局長賞

Ａクラス（各県１位～４位で構成されたチーム） 団体男子３位

奨励賞

12 月

優秀賞

第 26 回沖縄県名嘉賀昌杯中学校ソフトテニス大会（11 月 29 日）

７

３位

稲福蓮音

山城

ベスト８

嵩原咲輝

福地嬉楽璃ペア

樹ペア

山城萌那

金城里李

宮城南美

玉城萌香

大小１年

宮城泰斗

沖縄県読書感想文・感想画コンクール
感想文

優秀選手賞：亀井燎

大宜味中（混合五重奏）

金城さくら

宮城天音／花田悠馬ペア

第 45 回国頭地区中学校強化バスケットボール大会（11 月 23 日）

個人戦

塩屋小自然観察会・クラブ

第 29 回北部地区アンサンブルコンテスト（11 月 29 日）

宮城天音／花田悠馬ペア出場
第 19 回九州小学生ソフトテニス選手権大会（11 月 23 日）

男子３位

劇あそび：おおかみと もりのなかまたち

塩屋小自然観察会・クラブ

中学校運動会（9 月 14 日）

ベスト 16

せいかつはぴょうかい

塩屋小自然観察会・クラブ

２年女子 100m 走 ２位

３位

おおぎみようちえん

銀賞 『気温によって鳥の見え方はちがってくるか』

福地楽ペア （沖縄県№1 ペアに）

第 8 回西日本小学生ソフトテニス選手権

11 月

奈良樹

金城玲花・知念珠里亜

心（喜小５年）／

５歳児：紙芝居

科学作品展（9 月 26 日）

大嶺拓真・山川瀬里葉・山城心・金城勇斗・宮城天音

優秀選手賞：新城寛真

校区対抗リレー

４歳児：とぅるるんてん

福地美楽惟

～身近な自然を考えるパート８～』

第 34 回新報児童オリンピック（8 月 30 日）

優勝

銀賞

平成 26 年度ＪＡ共済全国小・中学生書道コンクール（9 月 24 日）

川村海・稲福匠・吉濱爽・宮城健大・福地想楽・上原風輝

第 24 回知花杯沖縄県中学校ソフトテニス大会（8 月 19 日）

９月

宮城南美（テューバ）

銀賞 『夏休み喜如嘉ターブクの野鳥観察

第 18 回国頭地区中学校 1，2 年生バスケットボール大会（8 月 12 日）

シングル男子

金城里李（アルトサキソフォン）

奨励賞

銅賞 『カレーのスパイスのひみつ』 大小１年
ともに２位

13 ～ 15 才女子 200m メドレーリレー

１位

司会も上手にできたよ♪

喜如嘉小

銅賞

国頭地区

13 ～ 15 才女子 100m リレー

稲福珠音

優秀賞

稲福匠・川村海・吉濱爽発表

半紙の部

13 ～ 15 才女子 50m 自由形、100m バタフライ

上原風輝『自然豊かな大宜味村』

第 21 回コカ・コーラ環境教育賞

発表者

３位

13 ～ 14 才女子 100m 自由形

優勝

喜小５年

第 29 回北部地区ソロ・デュエットコンテスト（8 月 23 日～ 24 日）

第 33 回タイムス杯クラブ対抗水泳競技大会（8 月 17 日）

個人戦

※受賞時

模範活動団体の部

ともに２位

13 ～ 14 才女子 50m バタフライ、50m 自由形

男子３位

平良日菜多

津波小学校交通少年団

第 4 回夏季水泳競技大会（8 月 3 日）

花城綾姫，花城瑞姫

喜小４年

津波小スイカ栽培・収穫

活動表彰部門

女子 50m 自由形、女子 100m 自由形

花城綾姫

屋良隆斗

優良賞

中学生女子 100m 自由形、50m 平泳ぎ

花城瑞姫

喜小３年

７月

１位

女子 200m 個人メドレー

金城和志・島袋音々・島袋月菜

公益社団法人沖縄県青少年育成県民会議より表彰（5 月 28 日）

８月

中学生女子 50m 自由形

花城綾姫

英語で遊ぼう

喜如嘉小

喜小１年

５月

第 56 回沖縄県中学校水泳競技大会（7 月 26 日～ 27 日）

８月

うた

沖縄シンポジウム（1 月 23 日）発表

第 11 回『沖縄の観光』意見発表コンクール（7 月 12 日）

第 66 回沖縄県民体育大会（7 月 6 日）

花城綾姫

JB 環境ネットワーク会

塩屋小「屋古のチョウの研究」

小２女子 100m 走

花城綾姫
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２月 『第 51 回沖縄教育版画コンクール』（2 月 22 日）

大宜味小

第 11 回リクジョっ子大会

７月

１月
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感想画

優秀賞

喜小１年

前田琉夏

塩小６年

渡部千波音

喜小３年

安里満帆

座喜味小町
上原蓬

2014 大宜味っ子の活躍

12 月 12 日（金）、大宜味幼稚園において平成 26 年度生活発表会が開催されました。
かわいい司会で始まった生活発表会。政信園長先生の伴奏で元気いっぱいの歌、クリスマスに合わせ
た合奏、ネイティブな発音の英語など普段の遊びや生活を通して学んだことを発表しました。また、友
達がお話を考えた紙芝居や、自分たちで動きやセリフを作った劇も発表し、訪れた家族や大宜味小の先
輩たちに成長した姿を見せてくれました。

幼稚園生活発表会

６

ドゥーチュイムニー（独り言）

友寄景善

やがて新しい年を迎える。と、言うのは、この原稿は平成二十六年十
二月十九日に書いているからだ。いつもなら新年のごあいさつを申し上
げるべきであるが、今回は儀礼的な堅い挨拶を止めることにする。十二
月定例村議会が前日に終わり、ほっと一息したところである。仕事に関
する話は避け、気分転換にたわい無いことを書いてみたい。
子供の頃、正月の楽しみは皆と同様、何といってもお年玉であった。
早朝から親に預かった贈答品を隣近所へ届けるのが子供の役目で、お返
しにお年玉をもらった。お年玉が一人に偏らないよう、届け先は兄弟に
割り振りされた。祖父母と同居していたので大勢の親戚や来客が訪ねて
きたので、外出しないようにすると居ながらにしてドンドン貯まった。

「大宜味村育英会へ」
田嘉里区 山城富子様 金一封
カジマヤー祝を記念して
平成 26 年 12 月 19 日寄付

明けましておめでとうございます。
みなさんは年賀状もらいましたか？お年玉付き年賀はが
き、 今年は 1 等の当選確率が、 100 万本に 1 本から 10
万本に 1 本に確率アップされるそうです。
年初めの運試し、 お正月のささやかな楽しみですね♪

小学五年生の時は十三スーギ（生年祝い）であったので兄弟で一番多

12 日（月）成人の日
15 日（木）書初め展示会（塩小）
17 日（土）第 24 回大宜味村産業まつり ～ 18 日
18 日（日）第 19 回しまんちゅ芸能（産業まつり内）
21 日（水）体験の翼事前学習会
23 日（金）村 P 運営委員会③
おおぎみ展 ～ 25 日
24 日（土）沖縄一周市郡対抗駅伝大会 ～ 25 日
28 日（水）体験の翼事前学習会

１日（木）元旦
４日（日）大宜味村成人会
５日（月）官公庁仕事始め 区長会
村民新春の集い
６日（火）三学期始業式（幼・小・中）
７日（水）新春書初め大会（塩小）
９日（金）新春ﾏﾗｿﾝ・駅伝大会（喜保・塩保）
校内持久走大会（大小）
10 日（土）北部地区ｽﾎﾟｰﾂ推進委員協議会研修会

くもらえた。今は全く見かけなくなったが、いきなり背後から年齢の数、
十三回もげんこつを食らう手荒い祝福も受けた。通過儀礼的な慣習であっ
たのか、子供の単なる遊びであったのか、分からない。
お年玉は自由に使え、親は干渉しなかったので、全額が買い食いへと
消えた。通学路沿いに小さな雑貨店があり、下校途中毎日立ち寄った。
二合瓶入りの、塩が少々混ざった皮つきのピーナッツ（ジーマーミー）
が大好物で、歩きながらラッパ飲みに近い状態で食べ続けた。雑貨店は
消えたが、同様のピーナッツは現在も販売されており、見つけるとつい、
手が伸びる。
お年玉で世界中のチョコレートを食べてみたいと言っていた息子。又、
自分の学習机の引き出しに貯め続け、紙幣が溢れて入りきれず、親に相
談してきた息子。確認すると四十万円ほど貯めこんでいたので、預金通
帳とカードを作ってあげた。
楽しみと夢を運んでくれるお年玉。自由にすると個性がよく表れる。
沢山もらえますように・・・。

ツワブキ：キク科

今月の生きもの
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明けましておめでとうございます。
私、冬の風物詩ツワブキでございます。この冬も皆さまを楽しませる
ことができて、嬉しい限りでございます。見た目も可愛い、この私。実
は茎は食用になります。炒め煮にして食べると、最高♪
また昔はトイレの紙の代用品として使われたことも…。一人何役もこ
なす、優れものなんです。

～編集後記～

８

