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大宜味小、塩屋小、それぞれの思いを歌に込め…
第 47 回国頭地区小学校音楽発表会

12 月 5 日（土）、名護市民会館において、第 47 回国頭地区小学校音楽発表会が開催され、大
宜味村から大宜味小学校、塩屋小学校が出場しました。
10 月から練習を始めた大宜味小学校。全児童 33 名がお揃いの黄色いＴシャツを身に着け、
「BELIEVE（ビリーブ）
」を歌いました。「一人一人の声が良く前に出ている」、「ハーモニーもしっ
かり聞こえてくる」、
「気持ちを揃えて歌う姿が素敵」と言う講評をいただきました。
３曲の歌に挑戦した塩屋小。１、２年生は「にじ」を歌い「体いっぱいで音楽を感じながら楽
しく歌う姿がとても良い」
、３～６年生は「怪獣のバラード」を歌い、「難しい曲をよく揃えて頑
張った」
、全児童 56 名では嵐の「ふるさと」を歌い、「全児童で丁寧に歌い上げた素敵な合唱。
この気持ちを忘れずこれからも楽しい歌を歌い続けてほしい」との講評をいただきました。
両校とも今年で最後となった音楽発表会。全員で気持ちを１つにでき、最高の思い出を残すこ
とができました。
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応援に力をもらい、塩屋湾沿いを駆け抜ける
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親子で協力♪先輩たちから技を習う

塩屋小持久走大会

大宜味小親子ふれあい体験

11 月 28 日（土）
、大宜味小学校で「親子ふれあい体験」が行われました。

12 月 3 日（木）
、塩屋小学校で持久走大会が行われました。塩屋
小の持久走ではグラウンドを１周した後学校を出て、大川売店ま
での海沿いのコースを走ります。

このふれあい体験は大宜味校区のてぃぐまの先輩たちに、ものづくりを通して地域の良さや知恵を親
子で一緒に楽しみながら学ぶものです。
１年生は倉持有希さんから大宜味の海岸で拾ったサンゴや貝殻を使ったランプシェードづくりを、２

勢いよく飛び出した１、２年生。この元気がいつまで続くのか
と心配になるほどの走りでしたが、最後まで力いっぱい走り抜け
ました。３年生以上になると自分のペースを保ちながらも自ら掲

年生は安里郁江先生から自分で物語を考えた手作り絵本を、３、４年生は山川均さんから流木や廃材を
使った木工を、５、６年生は金城笑子さん、平良澄子さんからジューシー、三月グァーシーづくりを教

げた目標に向かって一人一人が精いっぱいの走りを見せてくれました。
塩屋売店前の広場には近所の方々や保育所のかわいい後輩たちが応援に駆け付け、歌やパーランクー
で児童たちにパワーを注入。

えてもらいました。

見て見て～♥

さすが、わが娘♪

塩屋の地で行われる最後の持久走大会となりましたが、児童の元気と地元の方々の応援で大いに盛り
あがり、有終の美を飾ることができました。

二人でやれば作業も進む♪
共同作、完成！

さすが！６年生、見事な走り

記念メダルで笑顔もピカピカ♪

順調♪順調♪

追いつけ！追い越せ！

ヤマシシ !? 元気な低学年♪

津波小持久走大会

12 月 4 日（金）
、津波小学校で持久走大会が行われました。強い風が吹き、少し肌寒いくらいで絶
好の持久走日和となったこの日、19 名の児童たちは家族や地域の方々の応援を背に各々が決めた目
標タイムに向かって走りました。
２年生の持久走には老人会の嶺井敏勝さん、宮城広美さんも参
加し５人での挑戦。元気いっぱいの２年生と笑顔いっぱいの２人
の姿は微笑ましく、応援しているみんなも和やかな雰囲気になり
ました。
閉会式では各学年の１位とトリム賞３位までの表彰が行われ、
また、津波小最後の持久走大会を記念して吉田春子先生から完走
者全員に記念メダルが贈られました。
春子先生がメダルを贈るようになって、６年。これまでは入賞
した児童に渡されていたので、１度もメダルをもらうこともない児童もいましたが、今回の持久走大
会で 19 名全員が輝くメダルを手にすることができました。

絵本大賞、狙ってます！
男子、厨房に入るべし

おいしくな～れ♥

美味しいじゅーしー召し上がれ！

親子で協力しながらランプシェードづくりに励む１年生。クリスマスツリーのようなキラキラの仕上
がりに笑顔もキラキラ輝いていました。
３，４年生は慣れないのこぎりを使って木を切り、ホットボンドを使ってオブジェやネームプレート、
小物入れなどを作り、渾身の作品にどの子も満足気な様子でした。
今年で最後の開催となったふれあい体験ですが、大宜味村にはたくさんのてぃぐまの先輩方もおり、
地域の方々とふれあえるコミュニケーションの場ともなっています。新しい大宜味小学校でも、いい形

偉大なる挑戦者たち…

３

みんな、一生懸命

仲良し６年生♥

♥

塩屋小・津波小持久走大会

でこのような場を残せたらいいと思いました。

大宜味小親子ふれあい体験
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学び舎あじまぁ ～「地」で「知」をみがく～ 特別活動
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いろんな楽器に挑戦したよ
楽器あそび

和紙をいっしょにつくってみよう！
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ネイティブな発音です

11 月 21 日、28 日、12 月 19 日の３日間、学び舎あじまぁわくわくサタデーの特別活動に琉球大学の仲間伸
恵先生を講師に紙すきを行いました。

英語で遊ぼう
紙芝居

自分の大好きなものをお話にして紹介したよ

②表面の薄い皮をはぐ

…

③はいだ枝をたたく
④芭蕉を切る

⑦水に材料とネリを入れ漉く 漉いたら板に張り付ける

司会もばっちり

12 月 11 日（金）
、大宜味幼稚園において生活発表会が行われました。
楽器遊びや歌、お話など主に室内での活動を披露する生活発表会は運動会
とともに幼稚園の２大大会の１つです。
楽器遊びでは全員がすべての楽器を経験した後、自分たちで役割を決めて
曲を披露したり、劇遊びでは身に着ける衣装や小道具もそれぞれの役にあっ
たものを自分たちで作成したり、すべてが園児たちの手作り。応援に来た家
族も園児たちのしっかりした発表からそれぞれの成長を目の当たりにし大き
な拍手を送りました。
ネコだにゃ～

イケメン王子♥

踊りなら任せて！

踊り

劇あそび
⑤細かくした材料を煮る

⑨紙はライトに巻きつけて、 球状のものはライトの入口を開ける

とにかくたたいて細かくする

風船に張り付けたものも

５

１日目：紙は何からできるの？

①材料集め （枝）

⑧乾いた紙をはがす

ランプシェード
完成 !!

２日目：紙をつくってみよう！

⑥煮た材料をたたく

３日目：作った紙で工作しよう！

学び舎あじまぁ 紙漉き体験

衣装も道具もこだわってます

幼稚園生活発表会

みんなで笑おう♪

笑顔が一番♪
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年に１度だけの大きな図書館

沖縄県立移動図書館 In 大宜味村
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“段ボール王”に !!!
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おれは なるっ !!!

平成 27 年度わんぱく体験団
第５弾 「久々、 わんぱく、 家をつくる」

12 月 12 日 （土） ～ 13 日 （日）、 今年度最後のわんぱく体験団 「久々、 わんぱく家をつくる （段ボールハウ
ス）」 が行われました。
団員たちが待ちに待っていた段ボールハウス。 今回は段ボールを集める所から団員の活動としました。 たくさ
んの段ボールとともに集まった 44 名。 いつもの活動班とは別にこの日だけの班を作り、 設計図をつくるところから

11 月 28 日（土）
、村農村環境改善センターにおいて沖縄県立移
動図書館 in 大宜味村が開催されました。センターのホールには紙
芝居、小説、専門書や趣味の本など様々なジャンルの本が約 500
冊準備され、１日だけの村の図書

作業を開始しました。
さぼってるんじゃないの…

館がオープンしました。

班で協力。立派です。

ジンブンあるね～

午前と午後には各１回、ネクマチヂ会
による読み聞かせ会もありました。この
会では昨年度、教育委員会で作成した大
宜味村の昔話の絵本を読んでもらい、参
ウチナーグチによる
読み聞かせ

加した子ども達は各地域に残されたお話
に耳を傾けました。

テーブルに早替わり…

敷地を測定してるの

窓口つき入場料が必要です

この隙間はわざとです

入口は狭いけど中は広いです

今回は他の行事とも重なり、来館者が少なく残念でしたが、読みたい本もリクエストでき、村外
まで出ることなく多くの本に触れ合えるまたとないチャンスです。教育委員会でももっと多くの方々
に利用していただけるよう広報に努めていきたいと思います。

毎日一緒の登校班だから築ける仲間を想う優しい気持ち

劇団たんぽぽ公演

完

12 月 15 日（火）
、津波小学校において、４小学校の児童、幼稚園児、２保育所児、東小の児童が集まり、

とにかく広いです

劇団たんぽぽの公演が行われました。

成

各々の個室つき

天体望遠鏡もついてます

この日上演されたのは「かさねちゃんにきいてみな」
。
南雲二班は変わった子ばかりが集まったちょっとヘンテコリンな登校班。でも、みんなが毎日無事
に学校にたどり着けるのはカリスマ班長の「かさねちゃん」がいるおかげ。ケンカしたり、誰かが抜
けてしまったり…、そんな南雲二班が仲間を大切に思い、成長していく姿を描いたお話。
劇を見て、津波小学校の我那覇広瀬さんは「劇を見る機会があまりなく、表情や声の大きさなど間
近で見ることができて良かった。津波小学校にも登校班があり、私も班長としてみんなを引っ張って
頑張っている。津波小学校は３月で閉校するけれど、私たちも南雲二班のようにいろいろなことを乗
り越えて頑張っていきたい。素敵な公演ありがとうございました。
」と感謝の気持ちを伝えました。
来年度から小学校は１つになり、みんな同じ学校に通います。登校班ができるかはわかりませんが、
みんなもこの南雲二班のように相手を思いやれる支え合う仲間になってほしいと思います。
特別に舞台も見学♪

迫真の演技に息を飲む

７

お化け屋敷も付いています

応援団の琉大生やスタッフにアドバイスをもらいながらしっかりと柱を作っ
て丈夫な家、 友達のアイデアを組み合わせてトンネルで部屋と部屋をつな
いだ家、 靴箱やテーブルなど家具にもこだわった家など個性豊かな７つの
家ができあがりました。
1 年間、楽しみました !!
早く家の中で過ごし
たい気持ちを押さえて
修了式へ。 今年度

は 18 名もが皆勤賞を受賞しました。
夜は琉大生のお兄さん、 お姉さんによるお楽しみ♪みん
なの予想通りの肝だめし。 司会の怖い説明にビビりまくる団
員たちでした。
友達同士で過ごすのも楽しく、 いつまでも賑やかな （うる
さい！） 段ボールハウスでの夜となりました。
たんぽぽのみなさんより

移動図書館・劇団たんぽぽ公演

わんぱく体験団⑤段ボールハウス・修了式
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大宜味小学校

校章決定 !!

12 月 8 日に第３回校章選考委員会が開かれ、委員の皆さんの厳正な審査のもと、下記のデザイ
ンが選考されました。制作者は大宜味中学校３年生の島袋茉弥（しまぶくろまや）さんです。
・背景の山
大宜味の自然の豊かさ、
地域が温かく子ども達を背

・星
いつまでも光輝く児童。
また、 大宜味の 「大」 の字
をデフォルメしたもの。

後から見守るという意味。
（色）地域や子ども達の
やさしさを表現

（色）児童の活力・パワーを
表現

・波
新しい大宜味小学校が結の浜に
誕生することでの波と、 星に例
えた子ども達を保護者や地域の（色）子ども達のまじめさ、 誠実
人が支えるための手をイメージ
さを表現
した

今月の生きもの

・しぶき
今回１つになる４小学校
を意味する
校章選考委員より
子どもらしく明るく澄んだ
中間色（ﾊﾟｽﾃﾙｶﾗｰ) で配色し、
柔らかさを表現した。

オキナワキノボリトカゲ：キノボリトカゲ科

ジ～～ッ。しっ、静かにして…。今、かくれんぼ中だから…
って、全然隠れきれてない !? ばれちゃいました？
申し遅れました私、オキナワキノボリトカゲです。みなさんも一度
は捕まえたことあるでしょ？私は腕を曲げ伸ばしして威嚇したりする
んだけど、人間には腕立て伏せしてるとかお辞儀してるように見える
みたい。だから沖縄の人の中には「グリーバンバン」（お辞儀をバン
バンしいている）」て呼ぶ人もいるの。もう、頭きちゃう !!

～編集後記～
「明けましておめでとうございます。 お餅、 食べ過ぎていませんか？」 って、 子どもの頃もらった年賀状には
決まり文句のように書かれていました。 内地では正月からしばらくは餅生活が続いていました。 でも沖縄に
来てびくっり !! 家で伸し餅注文しない…、 スーパーに並ぶ餅の種類が少ない…。 寂しい気もしますが、 いな
むるち汁も中身汁もおいしい…。 沖縄の正月料理も大好きです。

１日（金）元日
４日（月）官公庁仕事始め

村成人式

５日（火）区長会 村民新春の集い
６日（水）三学期始業式（幼・小・中）

11 日（月）成人の日
16 日（土）第 25 回大宜味村産業まつり ～ 17 日
第 20 回しまんちゅ芸能
20 日（水）体験の翼事前学習会
22 日（金）おおぎみ展 ～ 24 日

８日（金）新春マラソン大会（塩保）
26 日（火）体験の翼事前学習会
９日（土）北部地区ｽﾎﾟｰﾂ推進委員協議会研修会 27 日（水）ぶながやの里生涯学習講座⑤
10 日（日）第 30 回大宜味村駅伝競争大会
31 日（日）小学校閉校式（大小・津小）
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