
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月の行事予定 
16 月 

委員会紹介朝会 専科（始） １年生弁当・牛乳始

発育測定（1～3 年） 

１ 日  17 火 学力テスト（６年） 

２ 月  18 水 誕生日集会 歯科検診 1～3 年 避難訓練 

３ 火  19 木 発育測定（4～6 年） 

４ 水 出迎え式 20 金 SC 

５ 木 春季休業終 新６年登校 前日準備 21 土  

６ 金 
着任式・始業式 午前授業 入学式練習４校時  

入学式準備（６年・弁当） 22 日  

７ 土  23 月 全校朝会 

８ 日  24 火 交通安全教室 

９ 月 午前授業 入学式 25 水 音楽集会 芝生スポ 

10 火 
弁当・牛乳始（４～６年）  
仲良し登校始(～13 日) 尿検査配布 26 木 PTA 総会 17:30(体育館) 歯科検診 4～6 年 

11 水 安全指導 尿検査回収  27 金 遠足 1・2 年 8:30～                    SC 

12 木 聴力検査 委員会活動 28 土   

13 金 
保護者会(全体 14:00～学級 15:00～)弁当なし 

保健書類提出 １年生を迎える会 ４時間授業 SC 
29 日  

14 土  30 月  

15 日     

平成３０年度小笠原村立小笠原小学校 

学校だより 
４月号（Ｈ30．4．6） 

ＴＥＬ04998-2-2012 

校長 西沢 盛和 

新半世紀のスタート 

校長 西沢 盛和 

小笠原返還５０周年、小笠原小学校開校５０周年の記念すべき１年が始まりました。半世紀の歴史の重みを感じな

がら、新たな半世紀へ向けての第１歩を力強く踏み出したいと思います。 

ご入学・ご進級おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。25 名の新１年生を迎えるとともに８名の転入

もあり、全校児童は 168 名となりました。児童が増えると活力がみなぎります。児童数の増加は学校にとっても島に

とっても喜ばしいことです。児童は児童同士互いに学び合ったり高め合ったりして自然と成長するものです。多くの

児童の中で、多くの児童と接しながら成長できることは大変恵まれたことです。 

しかしながら、児童数増加によって考えなければならないこともあります。５年生は 36 名という小笠原小学校始

まって以来の多人数となり、今年度から始まる家庭科室での学習は不可能な事態となりました。そのため、学級を２

つに分け、図工・家庭科を同時並行で交互に指導していきます。また、３年生以上の算数につきましては、少人数指

導を行います。一人一人の学習に、より丁寧で細やかな指導できるよう、算数少人数教室と学年教室の２つに分かれ

ての学習になります。このように、小笠原小学校は、島の学校という規模をはるかに超え、新たなステージに突入し

ていかなければなりません。子供一人一人の学習活動を保障し充実させるために、限られた教室環境ではありますが、

創意工夫を凝らし、子供たちのために全力を尽くしていきますので、ご理解ご協力をよろしくお願いします。 

学級が分かれて学習することが日常的に行なわれるようになると、これまで以上に各学年の「学年力」を高める必

要があります。学級がよい集団になることで、児童は所属感や自己有用感を感じ、学級が安心できる居場所となりま

す。そのような安心感があってこそ、学級が分かれての活動も、今まで通りの学級での活動も、子供にとって充実し

たものになるのです。 

一人一人の児童が安心して充実した学校生活を送ることができるように、今年度も職員一同がんばって参ります。

皆様のお力添えをどうぞよろしくお願いします。 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●校長 西澤 盛和  ●副校長 島村 雄次郎 

 

●１年担任  志村佳成江       ●ヤシ教室 慶德 大介 

●ヤシ学級  鈴木 理恵       ●音楽   岡﨑 友美 

●２年担任  渡邊 義男        ●図工     星 久美子 

●３年担任  木村 隆志       ●養護    増渕 優花 

       ●４年担任  清水  智           ●家庭    平久保達弥（中学校本務） 

●５年担任  永沢 若菜       ●ＡＬＴ   Machacha Mmoloki Abel 

●６年担任  武村 健司       ●ＳＣ    池田 恒平 

      

●事務 片山 理奈  ●用務 橋本 剛一 

 

●学習支援員 磯部 純子 江口 博美 高橋 浩子 秋葉 美穂 

  

 男 女 合計 

１年生 １０名 １５名 ２５名 

２年生 １６名 １３名 ２９名 

３年生 ２０名 ９名 ２９名 

４年生 １３名 １４名 ２７名 

５年生 １９名 １７名 ３６名 

６年生 １４名 ７名 ２１名 

ヤシ学級 １名 ０名 １名 

合 計 ９３名 ７５名 １６８名 

（平成３０年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度 小笠原小学校 全教職員紹介 

【転入】 
綿貫  和明 主任教諭  

（文京区立窪町小学校より）  
松丸  弘樹 教諭 

（葛飾区立上上松小学校より） 
山﨑 友紀乃 教諭 

（豊島区立池袋第一小学校より） 
阿部  大樹 養護教諭 

（都立武蔵台学園より） 
 

 

 

 【転出】 

永沢 若菜 教諭（府中市立本宿小学校へ）  
 
増渕 優花 養護教諭（国分寺第五小学校へ） 

 

【退職】             

慶德 大介 教諭 

 

小笠原小学校の教育目標 

○自分を大切にし、思いやりの心をもとう   

○夢や目標を持ち、たえず学び続けよう    

○心と体を鍛え、爽やかな感動を生もう 

 

学校の教育目標の具現化として、 

やさしい学校 やさしい学級 

を目指します。 

 平成３０年度小笠原小学校は以上のような教職員で教育活動を充実・向上していけるよう、子供

たちのために全力を尽くしますので、保護者の皆様・地域の皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

 本年度は、新たに２５名の１年生を迎えました。ご入学おめでとうございます。心よりお祝い申

し上げます。 

そして、在校生はそれぞれ進級して新たな学年のスタートです。進級おめでとうございます。今

年度は、全校児童１６８名のスタートとなります。 

新 6 年生は前日準備で登校し、教室移動の机椅子の運び出しや、入学式のための 1 年生の教室の

装飾や、学用品の準備など下級生のために一生懸命に仕事をしてくれました。最高学年になるとい

う意欲的な姿を見て、新学期が楽しみになりました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊本日（６日）に「安心安全メール」を配信しました。学年の登録変更をお願いいたします。受信

確認メールを返信しないと、再度メールが配信されるので返信のご協力お願いします。 

＜４月の安全指導＞ 
遊びのきまりを守ろう 

小笠原小学校には、「小笠原小学校の約束」と

いうきまりがあり、遊ぶ時間や遊ぶ場所を指導

しています。みんなが安全に楽しく遊ぶために、

ご家庭でも「きまりを守る」という態度の育成

にご協力をお願いいたします。 

 

＜４月の生活目標＞ 
気持のよいあいさつをしよう 

あいさつは人を大事にする一番の基本であ

り、コミュニケーションの基本です。 

今月は自分から、学校・家庭・地域で気持の

よいあいさつができるよう指導していきます。  

ご家庭でも温かいあいさつが交わせるよう、

ご協力をお願いします。 

 

 
  子供の読書活動優秀実践校として、文部科学大臣表彰を受けられることになりました！ 

担当 岡﨑 友美 

 

読書活動は、子供が言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生 

をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものです。そして、現実には経験で

きないような、新しい世界に入ることができることは、大きな楽しみであり魅力です。 

 昨年度も図書ボランティアの皆様のおかげで、子供たちが本を手に取りやすい、整備された

小笠原小学校の図書室が実現しています。また、読み聞かせや、おすすめの本の紹介等も行っ

てくださり、子供たちにとって本がとても身近なものになっています。これらの活動が国にも

認められ、【子供の読書活動優秀実践校】として、文部科学大臣表彰を受けられることになり

ました！（表彰の様子は５月号でお知らせします）改めて、協力してくださっている図書ボラン

ティアの皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。今年度も子供の読書活動がより充実するよう、

図書ボランティアの皆様にご協力をいただきながら全力で取り組んでいきたいと思います。 

なかよし登校について                        担当 岡﨑 友美 

新年度がスタ－トしました。今年も新１年生が安全に登校できるよう、４月 10 日（火）より地

区班ごとに集団で登校する『なかよし登校』を行います。６年生を中心に高学年の児童を班長とし、

班長が先頭となって集団登校をします。登校班ごとに集合場所が異なりますので、本日配布のなか

よし登校についてのお知らせと登校班名簿をご確認ください。なお、今年度からＡ班とＢ班の編成

と集合場所が変更になっていますので、併せてご確認ください。 

 新年度がスタートした良い機会ですので、ご家庭でもバスの乗車マナーや通学時のマナーについ

て話し合う機会をつくっていただけたらと思います。道の端に寄って歩行すること、バスの走行中

は車内を歩かないことや、大きな声で話さないことなどを学校でも呼びかけています。児童の安全、

公共のマナーに関しては年間を通して継続した指導をしていきます。 

昨年度のなかよし登校では、道を挟んだ向こう側から「おはようございます！」という爽やかな

挨拶が聞こえ、とても温かい気持ちになったことがありました。みんなが安全に登校するだけでな

く、気持ちよく新学期のスタートが切れるよう、元気な挨拶の溢れる素敵な「なかよし登校」にで

きたらいいですね！ 

スキルタイムについて                         担当 木村 隆志 

 

計算力や言語力の基礎学力定着を図るため、水曜日を除く毎日１３：１５～１３：３０で実施し

ます。各学年で補充的な学習を弾力的に取り組み、勉強に取り組む姿勢や集中力を継続する力の向

上を目指していきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永沢 若菜 

３年前、父島の気候をそのまま映したよう

な、おが小の子供たち、保護者の方々、地域の

方々のあたたかい歓迎に心動いたことを覚え

ています。力強く励まし、支えていただいたお

陰で、ここまでくることができました。数えき

れない思い出が詰まった日々は、私の大切な宝

物です。新しい学校でも、小笠原で出会ったた

くさんの笑顔を思い出し、精一杯頑張ります。 

お一人お一人に感謝の気持ちを込めて、あり

がとうございました。 

増渕 優花 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慶德大介 

 

 

皆さん、お元気で！ 

転入者よりご挨拶申し上げます 

慶德 大介 

みなさんこんにちは。 

４月２日に初めて父島に来ました。慶德大介

（けいとくだいすけ）です。島に到着して、温

かく迎えてくださりありがとうございます。 

色々なことが初めてでわからないことが多い

ですが、大自然に囲まれながら心はとてもワク

ワク、ドキドキしています！ 

ぜひ、たくさんのことを教えてください！ 

運動、音楽、遊び大好きです！ 

みんなの輝く笑顔と出会うのが、とても楽しみで

す！よろしくお願いします！  

片山 理奈 

 みなさん、初めましてこんにちは。 

私も初めて４月２日に父島に来ました、片山 理

奈（かたやま りな）です。島も学校のお仕事も

初めてで、わくわくと不安が入り混じっていま

す。島のことも学校のこともぜひたくさん教えて

ください！ 

海でダイビングをしたり、魚を釣ったり、畑で野

菜を育てたり、何でも経験してみたいです！早く

学校にも馴染めるように頑張りますので、よろし

くお願いします。 

 

 

永沢 若菜 

真夏のようにすっきり晴れた 2 年前の 4 月、私

は初めて小笠原に来ました。船を降りた瞬間に、

子供達や保護者の方、先生方が笑顔いっぱいであ

たたかく迎え入れてくださいました。船に乗って

いる 25 時間、ずっとみなさんに会うのを楽しみ

にしていたこと、今でも鮮明に覚えています。あ

れから色々なことがありました。たくさん笑い、

たくさん泣いて、たくさん語った小笠原小学校で

の時間を忘れません。ありがとうございました。 

 

増渕 優花 

 小笠原小学校で過ごした３年間は、楽しかった

こと、嬉しかったことの連続でした。私が小笠原

を去るときに、楽しい生活だったと思えるのは、

キラキラしたおが小のみなさん、あたたかいおう

ちの方々のおかげです。ありがとうございまし

た！保健室での思い出はもちろん、運動会や遠泳

大会など、けがをしたり、不調になったりしなが

らも頑張っていたおが小のみなさんのこと、一生

忘れません。いってきます！ 

慶德 大介 

 ぴっかぴかの小笠原の青空！にっこにこのみん

なの笑顔！１年前、と～ってもと～ってもワクワク

していたのを思い出します♪ 1 年間という短い時

間でしたが、たくさん学ばせていただきました！！

ありがとうございました！「自分から！」「でき

た！」「わかった！」「やりたい！」1 年間、この 4

つの言葉をキーワードに過ごしていました！とっ

ても楽しかったです！！保護者の皆様、オガ小のみ

んな、ありがとうございました！！ 

 

松丸 弘樹（まつまる ひろき） 

 今年度、2 年生の担任となりました松丸弘樹で

す。葛飾区立上小松小学校からきました。 

この小笠原で、子供たちと勉強したり、遊んだ

り明るく元気に過ごしていきたいと思います。

海、山、たくさんの自然に囲まれた、この小笠原

小学校に赴任できたことを嬉しく思います。子供

たちと新しい経験を、たくさんしていきたいで

す。今から、とても楽しみです。どうぞ、よろし

くお願いいたします。 

綿貫一明（わたぬき かずあき） 

初めまして、文京区立窪町小学校から参りまし

た綿貫一明と申します。この度は、５年生の担任

をさせていただくことになりました。 

素晴らしい自然の中、小笠原小学校の子供たち

と学習や行事に取り組める機会をいただけたこ

とをありがたく感じています。一日一日を大切に

子供たちにしっかり向き合って取り組んでいこ

うと思っています。保護者の皆様どうぞよろしく

お願いします。 

 阿部 大樹（あべ だいき） 

 東京都立武蔵台学園から参りました養護教諭

の阿部大樹です。東京都には 4 人しかいない男性

の養護教諭です。前任校の前は看護師を 7 年間や

っておりました。 

大自然に囲まれた小笠原小学校に来ることは

私の“夢”でした。皆さんにはどんな“夢”があ

りますか？ぜひ、皆さんの“夢”を教えてくださ

い。まだない方も大丈夫。一緒に考えましょう。

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

山﨑 友紀乃（やまざき ゆきの） 

 はじめまして、こんにちは。豊島区立池袋第一

小学校から参りました、山﨑友紀乃と申します。 

憧れの小笠原諸島！初めてのおが丸！初めての

小笠原！1 つ 1 つがとっても新鮮で、ドキドキ・

ワクワクしています。青空の下、たくさん遊びた

くさん学び一緒に楽しい日々を過ごしたいです。

みなさん、小笠原村・小笠原小学校のステキなと

ころをたくさん教えて下さい。どうぞ、よろしく

お願いいたします！！ 

転出された先生方からの 

メッセージ 

 

新しく赴任しました！！よろしくお願いいたします。 

 


