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情報交差点・心と心の交わり

あじま～

大宜味村教育委員会
電話４４－３００６
FAX ４４ー３０２９

雪国の暮らしを肌で感じて知る…

体験の翼交流団西会津町訪問

沖縄でも初雪が観測されたこの冬。本土は、雪国はもっと
ずっと寒いはず…と、西会津へ出発した今年度の「体験の翼」
交流団 19 名（児童 13 名、引率６名）。２月 12 日（金）～ 15

僕らの絆は
一生さ !!

日（月）の３泊４日の旅で、昨年の７月に大宜味村で交流し
た西会津の友だちと久々の再会を果たしました。
こづゆや馬刺し、ラーメンなど地元の味に舌鼓を打ったり、
スキーやソリ、雪合戦をして遊んだり、赤べこづくりや起き
上がり小法師づくりを体験するなど西会津の友だちと地元ならではの体験をともに楽しみました。
一面真っ白なのに、
「今年はあまり雪が積もっていない」と聞いて驚いたり、玄関が二重扉になっ
ていること、屋根が斜めになっていることなど雪国の家の工夫に気がついたり、スキーウェアや
スノーブーツ、電気毛布が常備されていることを知ったり、雪国と沖縄の生活の違いを肌で感じ
ることができた、体験の翼となりました。
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大
宜
１月 31 日（日）、大宜味小学校において、学芸会と閉校式が行われました。

恵まれた自然や地域の人たちへの感謝の気持ちを詩や短歌、俳句に込めて「大好きな大宜味」を全児童で群読。

１、２年生は学校探検を通して調べた大宜味小の植物をかわいい歌と劇で元気に紹介してくれました。３、４年
生は大宜味校区の方言や独特な言葉について調べ、手作りの紙芝居やショートコントで面白おかしく発表し、会
場は笑いに包まれました。５、６年生はお世話になった先輩や記念碑など、インタビューをしたり、調べたりし
た「大宜味小の人・もの・こと」を発表。

「シマンター物語」では、３年生から６年生が現在の大宜味小学校ができるまでの経緯を劇にして表現。当時

のエピソードも加えられており、見ているおじいちゃん、おばあちゃんも昔を懐かしんでいるようでした。最後
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１月 31 日（日）
、津波小学校において、閉校記念学習発表会と閉校式典が行われました。
可愛い踊り子の登場で幕開けし、三線も歌も合奏もダンスも全ての種目に全児童が取り組む津波っ子
らしい学習発表会。
歌では、サプライズで沖縄出身の二人組 POPS ユニット Ryuty（リュウティ）が登場 !!
突然のことに、児童たちも驚いていましたが、振り付けをしながら、一緒に「つはんちゅぬ宝・世界
の友だち」を歌い、会場を盛り上げました。児童を代表して６年生５名が「津波小学校はもうすぐ閉校

津

になりますが、津波小学校で学んだ事、活動したこと、体験した事など、よかったと自慢できるように、
これからも一日一日を大切に過ごし、たくさんの思い出を作っていきたいです。
」と挨拶しました。

は全児童でビリーブを合唱。力強い声が会場中に響き渡りました。

昨年度から閉校を意識して取り組んだ生活科や総合的な学習、図工、国語、音楽などのふるさと学習を記念誌

「ふるさと」としてまとめ、学習の成果と思い出をお世話になった方々に渡すこともできました

動物も植物も僕らの仲間♪調べ学習がんばりました !!

「キラキラ輝くステキな笑顔みんなの心を一つに
一致団結～津波小学校 105 年の歴史を胸に～」
たくさんの人の期待を胸に思い出に残る学芸会にしよう。ありがとう大宜味小

Ryuty と一緒にノリノリで踊り、歌いました♪

交通少年団

ステキな歌声に癒されました♪

合奏

みなさん、ハット－
されたことありますか？

群読
泣かされました

味

閉校式では児童代表の外園華音さんが「みんなで校歌ダンスを踊った最後の運動会を一生忘れない。先輩方の

思い出を受け止めて残り二か月悔いの残らないようにたくさんの思い出を全児童で作っていきたい。
」とあいさつ
し、最後は会場全員で「ふるさと」を斉唱し閉校式典を締めくくりました。

３

大宜味小

学芸会・閉校式

閉校式ではゼロ番地で作ったスイカやジャガイモ、登校班、星空観察や定置網漁体験、タイヤ鉢のお
花、グランドゴルフなど津波小ならではの思い出を全児童で群読。児童たちの真っ直ぐな声に同窓生や
地域の方々も思いがこみ上げ涙ぐむ場面も見られました。
会場は津波小学校元用務員の上地里子さんが折った一万羽以上の鶴が「津波小 105 年 ありがとう」
の文字を作り、給食研究指定校になった年（平成 7 年度～ 8 年度）に当時の保護者が作った黒板カーテ
ンも飾られ、手作り感満載の津波小らしい閉校式でした。

波

津波小学校

学習発表会・閉校式
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２月７日（日）
、塩屋小学校で閉校式と「塩屋小に感謝し、思い出を語る会」が行われました。
閉校式では児童を代表して新城はる乃さんは朝の登校時に地域のスクールガードの方々が見守ってく
れたこと、モーニングコンサートでおじいちゃん、おばあちゃんと一緒に歌ったこと、ソテツの門を作っ
たり、エイサーをしたり、同窓生リレーに参加して成人会や青年会、卒業生のみなさんが最後の運動会
を盛り上げてくれたことなどを話し、
「これまで先輩方が築き上げてきた塩屋小学校の伝統や誇りをしっ
かりと受け継ぎ、新しい学校でも夢や目標を持ってがんばります。
」とあいさつしました。
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２月７日（日）
、喜如嘉小学校で学芸会、観桜会、学力推進向上実践報告会、閉校式、お別れ会が行わ
れました。
１年生６名が何役もこなし、一つの物語を作り上げた十二支のはじまりの劇や４、５年生がいきいき
と表現した縄跳びやフラフープも交えたダンス、歌、音読。パフォーマンスだけでなく、アナウンスも
ピカイチだった６年生のマッスルフェスティバル。とにかく可愛く楽しい気持ちが伝わった２、３年生
のオペレッタ、全児童で声を合わせて歌った「君をのせて」など、息つく暇もなく見る人を圧倒させて

喜

くれる学芸会でした。
体育館中に響く歌声

塩屋小

絶妙なマイクパフォーマンスで盛り上げる !!

閉校式・塩屋小に感謝し、思い出を語る会

輝け 喜如嘉っ子 力を合わせて 堂々とやり切るぞ！

笑顔も光ってました

堂に入ってます

夜空舞う 111 発の打ち上げ花火
児童代表あいさつ

みんなで盛り上げました！
拍手喝采 !! 楽しいオペレッタ

楽しんでま～す

キュートな踊り子たち

思い出を語る会では、全児童が国頭地区音楽発表会でも歌った「ふるさと」を歌い、閉校する塩屋小
に思いを重ね、３年生から６年生の合奏「情熱大陸」では楽しそうに楽器を奏でる児童たちに会場も一
層盛り上がりました。
また、産業まつりでも民謡ショーを披露してくれた宮城力也さん、與那嶺眞裕さんの唄・三線や中山
会、屋古フラガールの出し物、久しぶりに会った旧友や先生方との語らいも大いに盛り上がり、最後は
グラウンドと宮城から大小合わせて 111 発の打ち上げ花火が上げられ、111 年の塩屋小のフィナーレを
飾りました。

屋

５

閉校式・思い出を語る会

如

閉校式では児童代表の山口栄智くんは「みんなの母校が無くなってしまうのはとても寂しいけれど、喜
如嘉小で過ごした６年間は、僕にとって、とても楽しかった思い出と、感謝の気持ちでいっぱいです。
」
と思いを述べました。
閉校式後に行われたお別れ会には多くの卒業生が集まり、三線や踊りなど、田嘉里、謝名城、喜如嘉区
からの余興で盛り上がりました。グラウンドで行われたお別れ会第２部では、燃え盛る松明の前で喜如嘉
小の伝統芸能でもある獅子舞、旗頭、青年会のエイサーも行われ、最後は校歌ダンスと「夕日」を全員で
踊り、会場の盛り上がりは最高潮に達しました。
在校生や保護者、地域の方々、卒業生が一つになって作り上げた最高の閉校式となりました。

嘉

学芸会・学推実践報告会・観桜会・閉校式・お別れ会
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あいさつ運動、 読み聞かせ、 草花の手入れやクラブ活動や部活動の指導、 放課後の学習支援など、
あなたの特技・知識を活かして新しい小学校、 中学校で児童・生徒たちのために活躍してみませんか？

大宜味小・中学校サポート会員（ＰＴＳＡ）募集のお知らせ
大宜味小学校・大宜味中学校では小中両校の PTA 組織を１つにまとめ「大宜味小中学校 PTSA」
としてスタートする予定でいます。

※
「Ｓ」は PTA のサポーターを意味しています。

村民みんなで新しい学校を応援していきませんか？協力してくれる方を募集します。

詳しくは折りこみチラシをご覧ください。
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バランスをとることで美文字に変身！

今回は龍賓沖縄書道の会の島袋園子さん、當間綾子さんを講師に迎
え、個々の字の個性はそのままにきれいに見える文字のバランスにつ
いて教わりました。
始めは所定の位置にバランスよく文字が入りきらなかったり、文字
の中心がずれてしまったりして苦戦しましたが、先生方は一人一人に
丁寧に指導し、何度も練習を重ねることで徐々にコツをつかんでいき
ました。
祝儀袋、葉書ひとつでも、文字の書き始める位置、書き終わりの位置、
字の大きさなどを正しい位置や場所に変えるだけで、普段自分が書い
ている字でも見違えるよ
うにきれいに見えること

トリムマラソン大会

今年より 17.5km コースが設置され、
５km コースがなくなりました。
それに伴い、スタート時間も変わります。

注意！
9:30 17.5km スタート
9:40 10km スタート
9:45 3km スタート

参加者募集

がわかりました。
清書した祝儀袋や葉書を手に受講生のみなさんも満足気。
園子先生は「今日の講座をきっかけに原点にもどって、字の
中心を揃えるなどちょっとしたことを意識しながら、人が読み
やすい字が書けるように努力して、今年の暮れにはこれを思い
出して年賀状を出してくれると嬉しい。」と話してくれました。
わずか２時間の講座でしたが、学ぶことがたくさんあり、と
ても充実した時間を過ごすことができました。

お世話になった方々へ…津波っ子たちが手作りのお・も・て・な・し

2016 年４月 17 日（日）開催

閉校を１か月後に迎えた２月 18 日（木）
、津波小学校において「津
波小学校感謝の会」が行われました。

ただいま申込受付中！！
申込締切：３月 17 日（木）

感謝の会では朝のあいさつ運動や、読み聞かせ、花壇の手入れ、畑
の整地、学習、三線の指導など日頃から津波小の教育活動に支援をし

お問い合わせ：塩屋湾一周トリムマラソン大会事務局（教育委員会内

平成 28 年度 大宜味村教育委員会
職

℡0980-44-3006

担当：大宜見）

てくれる地域の方々を招き、全児童でのエイサー演舞や写真を使って
感謝の気持ちを伝えた後、お世話になった地域の人たち一人一人に児

賃金職員募集のお知らせ

種：学校用務員・図書館司書・通学バス運転手（フル・ハーフタイム）
・学習支援員

童たちが手渡しで感謝状を贈呈しました。
児童を代表して我那覇広瀬さんは「多くの方々に支えられていることを感謝して忘れないで、４月から

特別教育支援員・地域支援員・幼稚園代替教諭、幼稚園預かり保育

新しい学校に行っても頑張りたい。
」とお礼を述べ、招待者を代表して志良堂清邦さんは「津波小学校はな

給食センター調理員・生涯学習コーディネーター

くなってしまうが、これからもみんなのことを陰ながら応援し

① 申込書（所定の用紙）
、② 自筆履歴書、③ 健康診断書

ている。たまに顔を出すのでその時はよろしく。
」とエールを

④ 住民票抄本、
⑤

返してくれました。

提出書類

作文

400 字詰め原稿用紙２枚以内 （応募の動機）

申込期間

平成２８年２月２２日（月）～３月１０日（木）午後５時まで（厳守）

提出先

大宜味村教育委員会（郵送も可

問い合わせ
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ぶながやの里生涯学習講座⑤ ボールペン字講座

１月 27 日（水）、役場第２会議室において、ぶながやの里生涯学習
第５回講座「ボールペン字講座」が行われました。
パソコンや携帯が普及してきた現在、昔より字を書く機会も減り、
ご祝儀の名前や年賀状の宛名を書く時になって、もっときれいに書け
たらなぁと思っている方も少なくないのではないでしょうか。

塩屋湾
今年の塩屋湾トリムはコース、スタート時間が変わります。
一
第 38 回
周

塩屋湾
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大宜味村教育委員会

感謝会の後は、津波小学校で収穫されたじゃがいもやにんじ
ん、トマトなどで作った児童・職員手づくりのカレーライスと

３月 10 日必着）

サラダが用意され、おいしいランチと弾む会話で招待者の方々

☎４４－３００６（担当：比嘉）

と楽しい時間を過ごしました。

お知らせ

生涯学習講座⑤ペン字教室・津波小感謝会
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「しまふとぅば」のこと

２

「魂抜ぎたん（たましぬぎたん）
」、「魂込み（まぶいぐみ）」

うみがーみー

急に驚いたり、びっくりした時などに「魂抜ぎたん（たましぬぎたん）」等と言う、魂が抜
ぎたままだと頭（ちぶる）がとぅるとぅるして、精神的におかしくなったりするので抜ぎた魂
を戻さなくてはならない。戻す時に「まぶやーまぶやー」と唱えて「魂込み（まぶいぐみ）」
をしたりするが、「まぶやーまぶやー」という唱え方は地域によって変わるようである。
津波では「いゅーめーくぇーよー（魚米？魚目？喰ぇーよー）」と唱えるらしい（津波のシ
マ言葉）
。所変わって近くの塩屋では「うふがいくぇーよー（大蟹？喰ぇーよー）」と唱える。
津波と塩屋では唱え方は異なってもある同じものに繋がっていく、と考える。それは「ぶな
がや」である。
「ぶながや」の大好物は魚（特に魚の目）と蟹（かに）であるとよく言われている。
昔はおそらく「魂抜ぎる（たましぬぎる）」ほど驚いたり、びっくりしたりするのは「ぶながや」
がいたずらしたと考えられたのだろう。「ぶながや」によって抜かれた魂を戻すために「ぶな
がや」の大好物である魚（魚目、魚米・・いぅーめー）や大きな蟹（うふがい）を食べれ（喰ぇー
よー）と唱えたのではないかと考える。
子どもがくしゃみをしたら魔物に魂を取られないために近くに居る大人が間髪を入れずに
「くすくぇーひゃー（糞喰え）
」と言うのとよく似ている、と考える。
「いゅーめーくぇーよ」
（津波）、
「うふがいくぇーよー」（塩屋）、他の地域ではどのような唱
え方をするのか聞いてみたい。

今月の生きもの

オリイオオコウモリ：オオコウモリ科

みなさん、こんばんは。私、オリイオオコウモリでございます。
逆さまで辛くないかって？…よく聞かれるそけど、実は私たちはこ
の姿勢の方が楽なんです。私たちコウモリは後ろ足の鉤爪をひっかけ
てぶら下がっているだけなので足の筋肉が弱く、人とは違って関節が
背中側に曲がっているためもともと立つことができないんです。変な
足に思われるけど、飛行中にバランスをとったり、ぶら下がっていれ
ば瞬時に飛び立つこともできるのでとても役に立ってます。

１日（火）区長会
２日（水）
「体験の翼」報告会
４日（金）お別れ遠足（塩保）
12 日（土）大宜味中学校卒業式
北部地区ｽﾎﾟｰﾂ推進委員協議会研修会及び総会
14 日（月）振替休日（中学校 3/12）
16 日（水）幼稚園修了式
17 日（木）小学校卒業式（４小）

18 日（金）修了式・離任式（小・中）
PTA 送別会（４小学校）
20 日（日）春分の日
21 日（月）振替休日
22 日（火）PTA 送別会（中学校）
23 日（水）生涯学習講座⑥スマホ教室
25 日（金）公民館講座（片づけセミナー）
29 日（火）ほのぼのパーティー（喜保・塩保）

あっと言う間に、 ３月となりました。 いよいよこれまでの小学校 ・ 中学校ともお別れの時が来ます。 これまで４つの小学
校を回るのはとても大変と感じていましたが、 これで最後かと思うとなんか寂しいなぁ…。

８

