
アミークスでの出来事を紹介します。   Volume 14 

アミークスではじめてとなる「パフォーマンスデイ」が2月18日（土）に開催されました。当日の開場は8時45分からでしたが、8時過ぎには入口を先頭
に長い列ができ始めました。朝からあいにくの天気で、寒い一日でしたが、会場内は参加者の熱気に包まれ演技が終わるごとに大きな拍手と歓声
が起こりました。当日はご父母をはじめ多くの皆様にご参加いただきました。また、たくさんの関係者のご協力があり、第1回パフォーマンスデイは大
盛況に終わりました。皆様の熱心な応援と温かいご協力に感謝申し上げます。 
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パフォーマンスデイを開催しました！ 

1A: Peace, Love, Harmony and Rock ‘n Roll! Kindergarten 

1B: MJ 31 1C: Our First Year 

待ちにまった発表会、どきどき！わくわく！しながらも楽しみにしていた子どもたち。自分
たちで決めた歌とダンスとストーリー。なかなか台詞が、歌詞が覚えられないと不安に思
う私たち（先生）をよそに、本番では、今までの経験をもとに、みんなで力を合わせ、自信
マンマンで臨んだ子どもたちに、大きな拍手を送ります。（You are awesome!） 一つのモ
ノをみんなで作り上げた子どもたち。大きな自信と友だちのステキな存在が感じられた発
表会でした。たくさんの方々にお越しいただき、ありがとうございました。 

幼稚園教諭：ウェッブさえ子・吉川容子・マキシーンベリー・ジョナサンラスムッセン 

ダンスチームと楽器チームは、毎日ランチの後に練習を行いました。ダンスは、ひざを
なめらかに動かしながら踊ることを意識して練習を行いました。楽器チームはそれぞ
れのリズムをしっかり演奏して、一つのハーモニーをつくりあげることを目標としてきま
した。また、歌を歌う時には、「歌い始めの音をしっかりと出す」「遠くにいる人にも声
を届ける」ことができるように練習してきました。本番時の、みなさんの拍手、とても
嬉しかったです。応援ありがとうございました。 1A担任：比嘉美咲・リオネルマルシェ 

キングオブポップ マイケルジャクソンのメドレーに挑戦しました。踊りながら大きな声で
歌えるように音楽だけではなく体育や生活科の時間も利用して練習しました。ダンス
は、子どもたちが自ら振付しました。Thrillerでは、怖いイメージを出すためにゾンビの
ような動きにも挑戦し、また曲の途中に衣装替えとお面をかぶるパフォーマンスを加え、
観客にリアルに伝わるように工夫しました。当日は、多くの方にご来場いただき、子ど
もたちには尐し緊張もみられましたが、たくさんの声援をいただき楽しく発表することが
できました。ご声援ありがとうございました！1B担任: 名嘉真理恵・デニスパターソン 

アミークスに入学してからの1年間を寸劇、そして歌と踊りで表現しました。ニューヨー
クのブロードウェイのようなダンスを披露できるよう練習をがんばってきました。ご家庭
で手作りしていただいたシルクハットで当日に臨みました。パフォーマンスデイ直前にイ
ンフルエンザがはやり、全員そろっての練習ができない日が続きました。一時はどうな
ることかと心配しましたが、当日は全員そろい無事やり遂げることができました。たくさ
んの方々からのご協力、本当にありがとうございました。 

1C担任: 石井佳代子・エレナシップス・アリスキニェキ 
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3C: Language Show 2C: Magical Musicals 

4th Grade: Waving Flag Karate: Gekisai 1 

ヴァイオリンミニコンサートを開催しました！ 

四季をイメージした手作りの衣装で，この１年間の出来事を振り返りながら演技をしまし
た。演目は、“Tomorrow”と “Seasons of Love”です。音楽の時間だけではなく、ホーム
ルームや休み時間を利用してこれまで一生懸命練習してきました。 “Tomorrow”では初
めて英語の手話に挑戦し，困難があってもみんなで乗り越えて，また明日がんばろうとい
う気持ちを表現しました。“Seasons of Love”では，この1年間に2Cのみんなと出会って過
ごした時間の大切さや感謝の気持ちも表しました。 

2C担任：中村貴子・エンハイタン 

Movement Club: Let’s Dance  

2月21日（火）に、本校多目的ホールにおいてプロのヴァイオリニスト
儀武須賀乃さんを招いて、ヴァイオリンミニコンサートを行いました。
儀武さんは、沖縄県立芸術大学の研究生として在籍後、ドイツへ短
期留学されヴァイオリンのスキルを磨いてきました。帰沖後、沖縄県
立芸術大学音楽部演奏員を6年間勤めてきました。現在は、S-
Sound♪ヴァイオリン教室の主宰としてご活躍されています。来る4
月からは、アミークスのキッズクラブのミュージッククラブ講師として
ヴァイオリンを指導していただく予定です。 
今日のミニコンサートでは、「情熱大陸」や「Jupiter」などの名曲から、
「マル・マル・モリ・モリ！薫と友樹、たまにムック」まで、子どもたちが
立ち上がって踊りだすような曲も披露してくださいました。また、何名
かの子どもたちが実際にバイオリンに触れたり演奏したりと、あっと
いう間のミニコンサートでした。このミニコンサートを通して、多くの子
どもたちに音楽や楽器、そしてヴァイオリンに興味を持ってもらえると
いいですね。 

４年生はイマ―ジョンとインターの両方のクラス合同で合奏/合唱をしました。曲は今年度
に歌った中で一番の人気だったK’naanの“Waving Flag”です。原曲ではギターのソロで始
まる部分を三線に変え沖縄の色を加え、世界中からのドラムをたたき、曲の途中では歌に
出てくるように、将来の夢を４人が英語で述べました。国際色豊かなアミークスらしい４年
生オリジナルの“Waving Flag”になりました。さすが４年生、全ての伴奏を自分でこなし、歌
も大迫力で素晴らしい演奏でした。たくさんの手拍子、ご声援ありがとうございました！  

4年生担任：千足まき子・トーマスディール・上江洲かおる・サーシャグレイッグ 

4つの言語（日本語・英語・ウチナーグチ・アメリカンサインランゲージ）を使ってクラスの目
標である「みんな違って、みんないい！」を歌とダンスで表現しました。ダンスの振り付けは
子どもたち自身で行い、3Cのタイトルである “Language Show”もクラスの中で子どもたち
が何度も話し合って決めました。アートの時間を利用して子どもたちのルーツをすべて盛り
込んだデザインのTシャツ作りにも取り組みました。当日は、ウチナーグチで話すのが、すご
く緊張しましたが、観客からも歓声がありメッセージがしっかり伝わったと思います。「いっ
ぺー、いっぺー、にふぇーでーびたん！」      3C担任：大城真理子・ケビンベリー 

Movement Clubは火曜日の7時間目のアミークスクラブで活動しています。パフォーマンスデイ
に向けて、バトンチームとダンスチームに分かれて練習をおこなってきました。限られた時間の中
で子どもたちが中心になり自分たちでダンスをつくったり、休み時間を利用し練習したりしていた
のが印象的です。当日は、練習の成果を十分に発揮し堂々と発表することができました。発表
後には、「また、踊りたい！楽しかった。」との感想が聞かれました。 

Movement Club担当：名嘉真理恵・上江洲かおる 

パフォーマンスデイに向けて、空手クラブの子どもたちは姿勢よく、前を向いて大きな声で演武
できるよう練習してきました。また、クラブを通じてこれまで、空手道と平和についても考えてき
ました。当日披露したのは「撃砕1」で、「その場基本」「移動基本」「形」の3頄目を披露しました。
練習の時は、恥ずかしくて大きな掛け声がでなかったり、突きに力が入らなかったりしましたが、
パフォーマンスデイ当日は素晴らしい演武を披露することができました。みなさんの温かいご声
援、ありがとうございました。                  空手クラブ講師：佐和田香織 



１年生のクッキング：「ちんびん」作りに挑戦 

Volume 18 

3C（インターナショナルコース）の子どもたちは社会科見学として、近くにある
スーパーで調べ学習を行いました。毎日使う製品がどのように作られ私たち
のもとに届くのか、また原材料の段階から販売までどれほど多くの人々が関
わっているかについて学びました。地元企業の流通の仕組みを英語で学んだ
子どもたちは、日ごろ身近な品物が様々なプロセスを経て、手元に届くことに
驚きを隠せない様子でした。 

3C（インターナショナルコース）の2月3日（金）
のJapaneseの授業において、1年生の各ク
ラスを訪問し読み聞かせを行いました。3年
生はこの日のために、日ごろから大きな声で
しっかりと文章を読み込む練習に取り組んで
きました。単元は、「三年とうげ」で、読み手
の何名かは実際に演技も交えながら発表し
ました。迫真の演技に1年生の子どもたちは、
その様子に見とれていました。今度は、どん
なお話を読み聞かせしてくれるのか、楽しみ
です。 

1年生イマージョンコー
スの国語の授業で「お
店屋さんになろう！」
と題して、お店屋さん
ごっこを行いました。
楽器屋さん、文房具
屋さん、ペット屋さんか
ら、果物屋さん、ゲー
ム屋さんまで様々な
ショップが並びました。
品物を絵や写真を使っ
て作り、おもちゃのお
金を使って、お店の準
備をしました。「いらっ
しゃいませ」や「ありが
とうございました」など
の接客用語をきちんと
練習した後、他のクラ
スの児童がお客さんに
なりきって、買い物を
楽しみました。 

1月27日（金）、琉球新報の4コマまんが「がじゅまるファミリー」の作者でいらっしゃるもも
ココロさんが来校され、本校4年生の子どもたちに4コマ漫画の描き方を指導されました。
子どもたちは、まんがが起承転結で構成されていることや、表情豊かに描くことの大切
さなどを学びました。先生の指導を受けた後、子どもたちは黙々と「自分の4コマまんが
作り」に取り組みました。「国語の宿題は毎日まんが作りがいい！」と言い出す子どもた
ちもいました。 

2月初旬に1年生は英語によるクッキングクラスを開催しました。前回はグリルチーズサ
ンドイッチを作りましたが、今回は沖縄のクレープ「ちんびん」作りに挑戦しました。調理を
始める前に、先生から英語で、作り方のコツと注意の説明を受け、水の量、かき混ぜる
速さ、フライパンの温度に気を付けながら、焦がさないよう一枚一枚丁寧に焼きました。 

2月にも関わらず、24℃程まで気温が上昇し、春の訪れが近づいていることを
感じることができた2月14日（火）は、朝から晴天にも恵まれ、絶好の行楽日
和になりました。いつもは教室でランチをする2C（インターナショナルコース）で
すが、今日は中庭で昼食を頂きました。ポカポカ陽気の中、清々しい空気と小
鳥のさえずりを聞きながらいただくランチは、いつも以上に格別に感じられまし
た。また外でランチができるといいですね！ 

2月3日（金）に、幼稚園ではマラソン大会が開かれました。当日は気温が
15℃くらいまでしかあがらない寒い一日でしたが、園児たちは、この日のた
めに日々練習を重ねてきました。1周500mの校内コースを、皆２周以上走っ
ていました！なんと6周（3km）完走した子も！アップダウンのあるコースにも
かかわらず、園児たちは元気いっぱいです。 

１年生の国語：「お店屋さん」になるには!? 

3年生の社会科見学：スーパーの裏側を見学! 

3年生の国語：1年生へ読み聞かせ 

２Cのランチ：ポカポカ気分でいただきま～す! 

幼稚園児、走る！ 

4年生の国語：4コマまんがワークショップに参加！ 
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「2011年度全琉図画展」において、4A(イマージョン
コース）の兼城夏穂さんの作品が入賞しました。作品
は、本校UMABUの馬をモチーフにしたダイナミックな
作品です。馬の毛並を整える子どもたちの様子や馬の
表情が豊かに表現されています。兼城さんの作品は
今後、本校の応接室にも展示される予定です。アミー
クスへお越しの際は、どうぞご覧ください。 

編集後記 

現在、3・4年生は「サンゴの森再生プロジェクト」に参加しています。社会・理
科を中心に学習を進めており、今までにサンゴの植え付けを行った他、サンゴ
についての講話を受講してきました。2月13日（月）には4年生が海洋博へ行
き、サンゴの骨を使った染色体験をしてきました。赤・青・黄・黒の染料を組み
合わせて、綺麗な色を作り出し、サンゴ石と呼ばれるサンゴの骨の凸凹した
部分を使って、Tシャツに染色をしました！ 
子どもたちは今後も調べ学習等にとりくみ、3月5日のサンゴの日には、かり
ゆしホテルで行われる発表会にも参加します。 

2月6日（月）、3C（インターナショナルコース）の社会科の授業にゲストスピーカーとして、
親川志奈子さんが来校されました。親川さんは、これまで海外留学を経験され、アメリカ
及びイギリスにおいて言語習得について研究し、現在は琉球大学の大学院博士課程に
おいて、言語の多様性や危機言語などについて研究されています。 
3年生は現在社会科の授業で「地域の文化と歴史」について学んでいて、ウチナーグチ
（沖縄の方言）の歴史を英語で学ぶよい機会になりました。親川氏によると、「世界には
約190ケ国あり、約6000もの言語が使われています。90%以上の言語が消滅の危機に
直面していて、ウチナーグチもその中に含まれています。もし、ウチナーグチが消滅したら、
私たちの生活はどのように変化していくでしょうか。未来の子どもたちのために、ウチ
ナーグチを守っていくためには、どのようなことができるでしょうか。」などレクチャーされま
した。子どもたちにとって、「ことば」という身近なトピックを考えるいい機会になりました。 

2月22日（水）の午前中に、家庭科室から出火したという想定で火災避難訓練を行いま
した。緊急時に落ち着いて放送を聞き、安全、迅速に避難することや、避難経路、避難
場所を確認することを目的として実施しました。11時30分頃、緊急のアナウンスが流れ
ると、子どもたちは2列になって速やかにグランドに避難しました。うるま市石川消防員
から消火器の使い方の指導があり、初めての体験におおくの子どもたちが歓声を挙げ
ました。日ごろから、「火の用心～！」に努めていきましょうね！ 

2月14日（火）のバレンタインデーにむけて、プロのフレンチシェフRyo Sakurabashi氏による「生チョコレート教室」を、2月11日（土）に開催しまし
た。同氏は20歳で料理の世界へ飛び込み渡仏、4年間の修行を積み、日本へ帰国後、都内のフレンチレストラン「シェ松尾」や「銀座レカン」の
シェフとして携わってきました。2009年に来沖し、「ブセナテラスメインダイニング」にて腕を振るわれてきました。今回の「生チョコレート教室」は土
曜日の開催にも関わらず、多くの子どもたちや保護者の参加があり、にぎやかな料理教室になりました。初めて作るチョコづくりに興奮しつつも、
出来上がったチョコを味見すると、多くの子どもたちには満面の笑みが広がりました。 

2012年が明けたと思ったら、も
う2月！この1ヶ月もアミークス
では様々な出来事がありました。
このニュースレターで紹介しき
れないほどです。惜しくもニュー
スレターに掲載できなかったこ
とも本校HP内「本日のアミーク
ス」に掲載していますので、ぜ
ひご覧ください。 

グリーンコミュニティ支援事業の一環とし
て、社団法人沖縄県緑化推進委員会よ
りテッポウユリなど300もの苗木を頂き、
子どもたちがその苗木を遊歩道の周りに
植えました。学校の中が、花いっぱいなる
といいですね！ 

Mr. Ryo and the Chocolate Factory：「生チョコレート教室」を開催しました！ 

３Ｃの社会科：「ウチナーグチについて考える」 

2011年度全琉図画展に入賞！ 

火災避難訓練を実施しました。 

３・４年生：「サンゴの森再生プロジェクト」 

AMICUS Kids Club：空手クラブで昇級審査 

2月10日（金）本校多目的ホールでは、日ごろの稽古の成果を図り、目標を
持ってクラブ活動に励めるよう、アミークスキッズクラブの「空手」において昇級
試験が行われました。内容は8級で、「その場基本」・「移動基本」・「形」の3頄
目の審査が行われました。昇級審査ということで、はじめは緊張した面持ちで
したが、ひとたび審査が始まると真剣な表情と大きな声で型を披露していまし
た。審査当日、多くの保護者も会場にお越しになり、子どもたちの日ごろの練
習の成果を固唾をのんで見守っている様子でした。 

花、いっぱいになぁれ！ 


