
 

平成２７年度もお力添えをよろしくお願いします 

校長 西澤 盛和 

 いよいよ平成２７年度が始まりました。小笠原の素晴らしい環境の中で、そして、小笠原で生活さ

れている温かな村民の皆様に見守られながら、今年度も教育活動がスタートできることを嬉しく思い

ます。次の学校教育目標を実現すべく、子供たちのために頑張っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は２２名の１年生を迎え、全校児童１３０名のスタートとなりました。これまで以上に本校

の教育活動を充実・向上させていくことができるよう、教職員一同全力を尽くして参りますので、保

護者の皆様、地域の皆様の温かいご理解ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月の行事予定 16 木 発育測定 

１ 水  17 金  

２ 木  18 土  

３ 金  19 日  

４ 土  20 月 全校朝会、避難訓練 

５ 日  21 火 全国学力・学習状況調査(６年)  ○補ヨーグルト 

６ 月 着任式 始業式 22 水 児童集会(４月誕生)交通安全教室､ＰＴＡ総会(17:30～) 

７ 火 入学式   23 木 歯科検診（１～３年）、芝生の日 

８ 水 なかよし登校始 ぎょう虫検査配布 24 金 視力検査（全） 

９ 木 聴力検査(全) 25 土 
 

10 金 
弁当始（４～６年） 委員会活動 なかよし登校終 

ぎょう虫検査回収 
26 日 

 

11 土 
 

27 月 全校朝会            ○補ヨーグルト飲料 

12 日  28 火 遠足（１・２年）            

13 月 全校朝会、保護者会(全体会 14:00)（学年 14:45～） 29 水 昭和の日 

14 火 弁当始（２・３年） 尿検査配布  ○補ヨーグルト 30 木 歯科検診（４～６年）  

15 水 １年生を迎える会、弁当始（１年）、尿検査回収     

平成２７年度小笠原村立小笠原小学校 

学校だより 
４月号（Ｈ２７．4．7） 

ＴＥＬ04998-2-2012 

校長 西澤 盛和 

小笠原村立小笠原小学校は、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、人間性豊に成長することを願い、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 

         ○ 夢や希望を持ち、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 

 

なかよし登校について 

４月８・９・１０日の３日間は、なかよし

登校となります。地域班で６年生の班長を中

心に、１年生児童が安全に通学路で登校でき

るように、なかよく登校します。 

 集合時刻に遅れないように、集合場所に送

り出してください。ご協力をよろしくお願い

します。なお、今年度は３日とも担当教員が

集合場所に行きます。 

４月２３日は「子ども読書の日」です 

「子どもの読書活動の推進に関する法律」では、

４月２３日が「子ども読書の日」と定められていま

す。これはシェイクスピアとセルバンテスの命日で

ある４月２３日にちなんだものだそうです。 

子ども読書の日にはご家庭でもテレビを消して、

ご家族で読書を楽しむ一日とするのもよいかもし

れません。学校でも子供の読書が充実していくよう

に、今年度も読書活動に取り組んでいきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●校長 西澤 盛和  ●副校長 滝沢 二三雄  

 

●１年担任  板垣 里沙       ●音楽  山田 真由  

●２年担任  斎藤 直樹       ●図工(低・中) 石原 典明 

●３年担任  志村 佳成江         (高) 福守 久子  （中学校本務）  

●４年担任  清水 智        ●家庭  佐藤 かな子（中学校本務）  

●５年担任  加藤 真市       ●養護  増渕 優花  

●６年担任  渡邊 義男       ●ＡＬＴ  ジャックサワーバッツ  

●ヤシの木  田中 成和       ●ＳＣ  赤坂 豊  

 

●事務 荻原 哲雄  ●用務 橋本 剛一 

 

●学習支援員  田代結香 神谷さやか  ○病休 浜田 麻衣子  

 

転入者よりご挨拶申し上げます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度 小笠原小学校 全教職員紹介 

【転入】  

○志村佳成江教諭・・・渋谷区立千駄谷小学校  

○山田真由教諭・・・・・渋谷区立西原小学校  

○増渕優花養護教諭・・・新規採用  

○石原典明講師・・・・・・・都講師  

○ジャックサワーバッツＡＬＴ 

○神谷さやか支援員  

 【転出】  

○浅海佳代主任教諭・・・新島村立新島小学校へ  

○桂川紗和養護教諭・・・足立区立中川小学校へ  

 【退職】            【一時終了】  

○磯田沙希教諭        ○高橋浩子支援員  

○寺島咲月教諭  

○ベンジャミンウォルトＡＬＴ  

志村 佳成江  

はじめまして！渋谷区立千駄谷小

学校から赴任いたしました、志村佳

成江と申します。ボニンブルーの海

と豊かな緑の中で子どもたちと過ご

せることを、大変嬉しく、また楽し

みに思います。島の良さを目一杯味

わい、それを子どもたちに還元して

いきたいです。保護者のみなさま、

地域のみなさま、どうぞ宜しくお願

いいたします。  

 

 

 

 

山田 真由  

はじめまして  

 渋谷区から来ました、山田真由で

す。１年生から６年生の音楽を担当

させていただきます。歌や合奏を中

心に、子供達の心に残る音楽を伝え

ていきたいと思います。まだまだ未

熟で至りませんが、子供達と共に成

長していきたいと思います。  

 どうぞよろしくお願い致します。                

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

増渕 優花  

感激！出迎え式！  
小笠原村に来る前は、来たことの

ない場所だったので、どんな学校な
んだろう、生活はできるかな？と不
安に感じていることがありました。
しかし、出迎えに来てくださった
方々が見えたときに、わざわざ来て
くださったみなさんの心の温かさを
感じ、今までの不安はどこかに消え、
これからの生活が楽しみになりまし
た。そんな温かい小笠原のみなさん
と一緒に気持ち良く、楽しい生活に
したいと思っています。よろしくお
願いいたします。  

 

 

 

 

 

 

                                      

ジャックサワーバッツ  

皆さん、はじめまして！私の名前

はジャックです。イギリスからまい

りました。２年ぐらい日本に住んで

います。日本の暮らしは本当に楽し

いと思います。その上、父島はすご

く美しい！ここに住んでいる皆さん

と一緒に話すことを楽しみにしてい

ます。こんなチャンスがあるとは運

がいいと思います。これから宜しく

お願いします。  

 

 

 

 

 

                                      

神谷 さやか  

黄色、赤、色とりどりのコントラ
ストがまばゆい４月７日。胸をわく
わく踊らせ、新しいクツで大地を強
く踏む美しい瞳たち。ご入学本当に
おめでとうございます！  
私も新一年生同様春からヤシの

木・支援員として勤務させて頂きま
す神谷と申します。子ども達と一緒
に１つずつゆっくりですが、自ら学
び、意欲的に活動し、来る未来を楽
しく過ごせるよう、前に進んでいき
たいと思います。何より笑顔と笑い
声を大切にしたいと思います。宜し
くお願いします。  

 

 

 

 

 

                                      

石原 典明  

 みなさん、はじめまして！  
新しく図工の先生として来ました、
石原典明です。  
きれいな海に囲まれ、自然豊かな、
ここ父島にこられてとても嬉しいで
す。  
私は体を動かすことが大好きですの
で、元気いっぱいな子どもたちと一
緒に様々なことに挑戦して、多くの
思い出を作りたいと思っています。
まだわからないことも多いのでいろ
いろと教えてください。常に元気に
頑張ってまいりますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。  

 

 

 

 

                                      

 平成２７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２２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１３０名のスタートとなります。  

４月４日は土曜日にもかかわらず、新６年生が入学式の準備や新学期の教室整備のた

めに登校しました。新６年生の働きぶりには感心させられるほどでした。「最上級生と

しておが小をリードしていくんだ」という気持ちが、進んで仕事に取り組む態度や姿勢

から伝わってくるようでした。おが小のよき伝統である異年齢活動、そのリーダーシッ

プを立派に取ってくれる頼もしい新６年生です。これから始まる２７年度がますます楽

しみになりました。  



 

 転出された先生方からのメッセージ 

 
浅海 佳代 

 

憧れの小笠原で仕事ができて、夢のような毎

日でした。 

メジロやイソヒヨドリの鳴き声で目を覚ま

し、ヤシの葉ずれの音を聴きながらの出勤。元

気いっぱいの子ども達と歌ったり合奏したりの

授業。青灯台からの飛び込みや、フラのリズム、

太鼓やカカ、スティールパンの音色。透き通っ

た前浜の海に遊ぶ千鳥。羽アリの襲撃や突然の

スコールもいい思い出です。お世話になりまし

た。ありがとうございました。 

                                  

 

桂川 紗和 

「４年間お世話になりました」 

このたび４年間お世話になった小笠原小学校

を離任する事となりました。この４年間、明る

く素直で素晴らしい子ども達と保護者の皆様、

そして地域の皆様に囲まれ本当に幸せな日々を

過ごさせて頂きました。今もなお、去りがたい

気持ちでいっぱいです。成長していくこども達

を間近に見る事ができなくなるのは残念です

が、小笠原小学校で学ばせて頂いた事を糧とし

精一杯努力していこうと考えています。４年間

本当にありがとうございました。 

 

寺島 咲月 

小笠原に来た年の夏、ウェザーから海を眺め

てこんなことを考えていました。「人生は海みた

いだ。やる気というエネルギーさえあれば船は

どこまでも進むだろう。」離任式では、このとき

の考えを絵本にしてみんなに聞いてもらいまし

た。 

私は人生という海を旅する中で、小笠原にた

どり着けて最高に幸せでした。そしてまた船に

乗り、旅へ出ます。みんなも最高に幸せな旅を

してください。みんなが大好きです。ずっとず

っと元気でいてください。ありがとうございま

した。 

 

磯田 沙希 

１年間ありがとうございました。 

念願であった、島で先生ができ本当に幸せで

した。元気いっぱいの子どもたちの笑顔や雄大

な自然に癒され、多くの方々に支えられた１年

でした。そして、多くの事を学びました。小笠

原での思い出は、大切な宝物です。 

本当にありがとうございました。 

                                     

 

ワォルト・ベンジャミン 

小笠原小学校での経験は素晴らしいものにな

りました。 

私はもうすぐアメリカに帰ります。父島の皆

さんの優しさ、美しい山の緑と青い海を見れな

くなるのはさびしく感じます。島を散歩してい

たとき、子ども達やご両親とご挨拶ができて楽

しかったです。皆さんに英語を教え、皆さんの

笑顔を見ると、毎日が特別なものになりました。

今後のご活躍をお祈りしています。 

小笠原は世界でも他に並ぶもののない所で、

ここに住めたことを誇りに思います。ありがと

うございました。 
 

髙橋 浩子 

 長い間、支援員をやらせていただきありがと

うございました。これ程近くで子ども達の成長

を見届けることができたのは大変有意義でし

た。子どもの発想・集中する力には、いつも驚

かされました。子どもの成長に個人差があるよ

うに授業が“わかる”までにも個人差がありま

す。担任の先生と協力し、支援員同士も情報交

換をしながら見守ってきました。 

 これからも子ども達が楽しく明るく小学校生

活をすごせるように願っています。                                  

 


