
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月の行事予定 16 火 尿検査１次(1～3年) 

１ 月  17 水 歯科検診(1～3 年) 

２ 火  18 木 全国学力テスト（６年）ギョウ虫 

３ 水  19 金 発育測定（4～6 年）避難訓練 ギョウ虫 SC 

４ 木 出迎え式 20 土  

５ 金 春季休業終 新６年登校 前日準備 21 日  

６ 土 
 

22 月 全校朝会 交通安全教室 ５時間授業 

７ 日  23 火 心臓検診(4 年) 

８ 月 
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・弁当あり） 
24 水 芝生スポ 視力検査 ヨーグルト SC 

９ 火 午前授業 入学式 25 木 PTA 総会 17:30(体育館) 歯科検診 4～6 年 

10 水 
弁当・牛乳始（２～６年） 安全指導 
仲良し登校始(～12日) 尿検査１次(4～6年) 

26 金 
音楽集会 村学力テスト（2～6 年） 
尿検査二次 心臓検診(1 年) 

11 木 聴力検査 委員会活動 保健書類提出 27 土 こどもまつり                     

12 金 
保護者会(全体 14:00～学級 15:00～)弁当なし 

１年生を迎える会 ４時間授業 SC 
28 日 

 

13 土  29 月 昭和の日 

14 日  30 火 国民の休日 

15 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）    

平成３１年度小笠原村立小笠原小学校 

学校だより 
４月号（Ｈ31．4．8） 

ＴＥＬ04998-2-2012 

校長 横山 優美 

 

校長 横山 優美 

 

４月１日に新しい年号「令和」が発表され、新たな出発の年となりました。希望ふくら

む出会いの春、小笠原小学校も新たな教育活動の始まりです。新１年生２３名を迎え、全

校児童１７０名、２３名の教職員で新学期がスタートしました。子供たちは笑顔で、進級

の喜びと新しい先生方との出会いに瞳を輝かせていました。子供たちが、この１年間、い

ろいろな人に出会い、チャレンジ精神で様々な経験を重ね、大きく成長することを期待し

ています。 

 

【小笠原小学校 教育目標】 

人権尊重の精神を基盤として、一人一人の児童が、知性、感性、創造性及び社 

会性を育み、人間性豊かに成長することを目指し、次の教育目標を定める。 

◯ 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 

 

本校の教育目標の具現化を図る取組を展開しながら、子供たちの可能性を広げる魅力あ

る学校づくりをめざしていきたいと思います。教職員が一丸となって教育活動の充実のた

めに力を尽くしてまいります。本年度も本校の教育活動についてご理解・ご協力を賜りま

すよう、よろしくお願いいたします。 
  

 



平成３１年度 小笠原小学校 教職員 

校 長 横山 優美 主任図工 小野里雅由 音 楽 浅野 晴美 支援員 磯部 純子 

副校長 荒川 弘樹 ４年担任 松丸 弘樹 
家庭科

（中） 
平久保達弥 支援員 高橋 浩子 

主幹少人数 小川 陽介 ６年担任 木村 隆志 養 護 阿部 大樹 支援員 秋葉 美穂 

主任通級 綿貫 一明 ３年担任 武村 健司 事 務 片山 理奈 支援員 並木奈津子 

主任２担 圡橋 紀子 １年担任 山﨑友紀乃 用 務 橋本 剛一 ＳＣ 山口 晃弘 

主任５担 志村佳成江 ヤシ学級 前田 圭祐 ＡLＴ 
Tavara Ruth 

Ann Pocsoen 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年度 児童数（４月１日現在） 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ヤシ 計 

男子 8 11 18 19 14 18 1 89 

女子 15 15 13 9 14 15 0 81 

合計 23 26 31 28 28 33 1 170 

 

 

【転入】 

横山 優美 校長（母島小中学校より） 

荒川 弘樹 副校長（教育庁指導部より） 

小川 陽介 主幹教諭（江戸川区下鎌田東小より）  

圡橋 紀子 主任教諭（杉並区大宮小より） 

小野里雅由 主任教諭（江戸川区南葛西第三小より） 

前田 圭祐 教諭（目黒区不動小より） 

浅野 晴美 教諭（町田市南つくし野小より） 

 

【転出】 

西澤  盛和 校長（大田区東糀谷小へ） 

島村 雄次郎 副校長（立川市西砂小へ） 

渡邊  義男 主幹教諭（世田谷区松沢小へ） 

星  久美子 主任教諭（府中市新町小へ） 

鈴木  理恵 教諭（新宿区花園小へ） 

岡﨑  友美 教諭（国分寺市第九小へ） 

【退職】             

清水   智  主幹教諭（長野県北安曇郡小谷村 

小谷小学校へ） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横山 優美（よこやま ゆみ） 
母島小中学校から異動してまいりました横山

優美です。8 年ぶりに帰ってきました。大きく成
長した子供たちの姿、「おかえりなさい。」と出迎
えてくださった地域・保護者の皆様の笑顔に懐か
しい気持ちでいっぱいになりました。管理職を目
指した原点はここ小笠原小学校にあります。今度
は校長として、小笠原のよさを生かし、子供たち
の学ぶ瞳が輝き、可能性を広げる魅力ある学校づ
くりを進めてまいります。どうぞよろしくお願い
いたします。 

荒川 弘樹（あらかわ ひろき） 
４月から小笠原小学校の副校長として着任い

たしました荒川 弘樹と申します。昨年度、小笠
原返還５０周年、小笠原小学校開校５０周年を迎
え、子供たちや保護者・地域の皆様など、小笠原
小学校にゆかりのある方々と共にお祝いするこ
とができたことは、本当に喜ばしいことです。今
年度は、新たな一歩となる５１周年目の年となり
ます。これまでの小笠原小学校の伝統と特色を受
け継ぎながら、さらに子供たちが輝けるよう 
教育活動の充実に全力で取り組んでまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。 

小川 陽介（おがわ ようすけ） 

皆様、はじめまして。小川 陽介と申します。海が

ない栃木県益子町の出身です。小さい頃から運動が大

好きで、サッカーの虜でした。長所も短所も「諦めず

に続ける」ところです。可能性に満ち溢れた小笠原小

学校で、子供たちと共に自分自身も学んでいきます。

そして、子供たち・保護者・地域の皆様と共に小笠原

小学校を「よりよい学校」にしたいです。まずは、あ

いさつから取り組んでいきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

圡橋 紀子（どばし のりこ） 

 はじめまして。杉並区立大宮小学校からまいりまし

た圡橋 紀子（どばし のりこ）と申します。自然豊

かな小笠原小学校に赴任できて大変うれしく思ってい

ます。元気いっぱいの子供たちと一緒に勉強したり、

遊んだりすることを楽しみにしてきました。子供たち

が安心して楽しい毎日を過ごせるように一人一人と全

力で向き合っていきたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

小野里 雅由（おのざと まさよし） 

図工専科として着任しました小野里雅由と 

申します。江戸川区立南葛西第三小学校からま

いりました。図工の授業では自然とその子の暮

らす環境が作品の中ににじみ出てきます。この

自然豊かな環境で暮らす子供たちが図工の授 

業でどんな作品をつくってくれるのだろうと

今からとても楽しみです。子供たちの一人一人

の良さが伸びるように全力で頑張ってまいり

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

前田 圭祐（まえだ けいすけ） 

 目黒区立不動小学校からまいりました前田 

圭祐と申します。不動小学校は近くに緑がたく

さんあるところでした。今回、さらに自然が身

近に感じられるこの素敵な地で勤務できるこ 

とを嬉しく思います。毎日楽しく子供たちと共

に学んでいきます。よろしくお願いします。 

浅野 晴美（あさの はるみ） 

はじめまして、町田市立南つくし野小学校から

まいりました浅野 晴美（あさの はるみ）と申

します。小笠原小学校では、音楽専科として勤務

します。音を楽しむのが音楽です。自然豊かなこ

の学校でみなさんと出会って音楽の授業ができ 

るのがとても楽しみです。どうぞよろしくお願 

いいたします。 

＜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
にご協力をお願いします。 

 

＜４月の生活目標＞ 
気持ち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・地域で気持ちの

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。 

 

 

新しく赴任しました！ 

よろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

島村 雄次郎 

この 3 年間、子供たちは笑顔で、「しまじろう

先生！！」と毎日のように声をかけてくれまし

た。子供たちとは朝に剣玉をしたり、休み時間に

は竹馬をしたりと楽しく過ごすことができまし

た。こんなにも純粋な児童と温かな保護者や地域

の皆様に支えられて本当に幸せな毎日でした。 

この小笠原で学んだこと、いただい 

たパワーを胸に、新たな地で頑張り 

ます！！ありがとうございました！！ 

 

  

 

西澤 盛和 

 本当にすてきな子供たちです。子供たちと過ごし

た日々、それが私の「大切なもの」です。校長とし

ての重責を果たすべく努力してきたつもりです。至

らぬ点ばかりだったとは思いますが、こんな私にい

つも温かな声をかけてくださり、ご支援ご協力をい

ただきました保護者･地域の方々には言葉に尽くせ

ない感謝の気持ちで一杯です。 

 内地の学校で研鑽を積み、また小笠原に呼んでい

ただけるように頑張ります。「行ってきます。」 

清水 智 
 ３年生→４年生→理科専科＆ヤシの木教室→４年
生→１年生。この５年間で担任した学年・専科です。
幅広い学年を経験できた小笠原小学校での教員生活
はとても素晴らしい時間でした。 

 次は、長野県北安曇郡小谷村の小谷小学校での勤
務です。(住居はお隣の白馬村です。)海から山への
大移動となりました。実はこれは教員になる前から
の夢でもありました。「目の前がビーチ裏山がパウダ
ー(雪)の家に住む」というのが１０数年前からの夢
で、夢の実現に向けて次のステージに進みます。保
護者・地域の皆様、素晴らしい５年間ありがとうご
ざいました！ 

渡邊 義男 

 １０年前に小笠原父島にやってきて、この場所や

人たちが大・大・大好きになりました。気さくに声

をかけてくださり、いつも家族共々助けてくださり、

学級や学校を精一杯応援してくださる島の方々。元

気いっぱいで明るく素直に成長し続ける子どもた

ち。週末は真剣勝負の草野球、夜は島の料理をつま

みつつ他愛もない話で盛り上がりました。ゲゲゲ前

のスイム＆読書、宮之浜のシュノーケリング、ウェ

ザーでのコーヒータイム…大好きなふるさとです！ 

岡﨑 友美 

あっという間の３年間でした。「この楽器もやって

みたい！」「もっと歌いたい！」と意欲に溢れる子供

たちと一緒に音楽を勉強することができ、毎日がと

ても新鮮で楽しかったです。 

また、たくさんのイベントがあり、大人から子供

まで思いっきり音楽を楽しむことができるこの島が

大好きになりました。 

ここでの素敵な思い出を大切に、新しい場所でも

精一杯がんばります。ありがとうございました！ 

 

星 久美子 

 児童の皆さんには、父島、学校、図工のこと…

たくさんのことを教えてもらいました。皆さんと

一緒に勉強をできてとても楽しかったです。みん

ながついてきてくれるから、私も「もっと楽しい

図工を！」とやる気が出ました。ありがとう。今

度は小野里先生と楽しく勉強してください。素敵

な展覧会を楽しみにしています。 

最後に、地域・保護者の皆さま、３年間ご協力

いただき、本当にありがとうございました。ここ

で学んだことを今後も生かしていきます。 

鈴木 理恵 

 楽しい楽しい小笠原生活でした。 

特別支援学級立ち上げにあたり、思うようにい

かず苦戦した時もありましが、３年という月日の

中で、様々な変化がありずいぶん前へ進んだと思

います。うれしいことの一つです。 

そしてなにより、小笠原の自然と人々は最高で

した。気持ちにゆとりが生まれ、趣味の世界でも

楽しむことができました。今の思いやパワーをこ

れからの生活につなげていきたいと思います。 

 

 

 

転出された先生方からのメッセージ 

 

 


