
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月の行事予定 16 月 全校朝会 

１ 日  17 火 ○補デザート 

２ 月 村・学力テスト（２年生～６年生） 18 水 運動朝会 眼科検診（全学年）南極教室 15：00～ 

３ 火 憲法記念日 19 木 家庭訪問終 

４ 水 みどりの日 20 金  

５ 木 こどもの日 21 土  

６ 金 5月誕生集会 クラブ発足      ＳＣ 22 日  

７ 土  23 月 全校朝会マナー週間始 口笛教室 

８ 日  24 火  

９ 月 全校朝会 遠足（3.4年）家庭訪問始（～20日） 25 水 ゲーム集会 芝生の日・わくスポ 

10 火  26 木  

11 水 音楽朝会 芝生の日・わくスポ 27 金 内科検診（全学年）          ＳＣ 

12 木 心電図（1・2年） 28 土 学校公開 避難訓練（津波引き渡し） 

13 金 ＳＣ 29 日  

14 土  30 月 振替休日 

15 日  31 火  

平成２８年度小笠原村立小笠原小学校 

学校だより 
5月号（Ｈ２8．5．2） 

ＴＥＬ04998-2-2012 

校長 西沢 盛和 

児童の安全確保 

校長  西沢 盛和 

熊本県等での一連の地震による甚大な被害には心が痛みます。被災されました方々に心よりお見舞いを

申し上げます。 

東日本大震災から５年目を迎えますが、未だに復興は思うように進んでいない中、今度は熊本地震です。

自然災害はいつどこで起こるか分からないという怖さを改めて思い知らされました。 

本校では、災害発生時の対応について、今一度細やかに確認するとともに、保護者の皆様にも周知する

ことでご理解ご協力をいただき、万全の態勢を整えたいと考えています。毎年１年生が入学してくる年度

初めに、学校の防災体制を確認・周知することの重要性について、今回ご指摘いただいたことを受け、今

後は年度当初に本校の防災体制について通知文を配布し、周知を図っていきます。（今年度につきましては、

この学校だよりの内ページにてご確認をお願いします。） 

本校では、昨年度から生活指導の重点として津波対応を追加し、有事の際には迅速に的確に児童の安全

を確保できるように務めています。津波警報がなくても「地震＝津波」「地震があったらすぐ海から（高い

所へ）逃げる」ということを子供たちの常識にする必要があり、本校では「地震＝津波」の警戒感を持た

せるために地震・津波避難訓練として津波警報がなくても「地震があったらすぐ海から（高い所へ）逃げ

る」という行動がとれるように指導しています。気象庁の WEBページには「震源が陸地に近いと津波警報

が津波の襲来に間に合わないことがあります。強い揺れや弱くても長い揺れがあったらすぐに避難を開始

しましょう。」とあることを、今一度ご確認いただきたいと思います。 

今年度は、５月２８日の土曜学校公開の際に、引き取り訓練を実施します。引き取り訓練は大津波警報

が出た場合を想定し、二次避難場所の大神山に避難してからの引き渡しとなります。二次避難場所や避難

ルートをご存じない保護者の方がいましたら、この機会にご確認をお願いします。暑い中の移動となり大

変だとは思いますが、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

＜生活目標＞    担当 志村 佳成江 

時間やきまりを守ろう 

みんなが学校生活を気持ちよく過ごすために、本

校には「小笠原小学校の約束」があります。それに

は「時間」や「きまり」などの基本のルールが書か

れています。子供にとって学校は小さな社会。５分

前行動、きまりを守るといった規範意識をもつこと

が、どの子も楽しく安心して学校生活を送ることに

繋がります。ご家庭でも「時間」と「きまり」を大

切にする態度の育成にご協力をお願いいたします。 

＜安全指導＞    担当 志村 佳成江 

○安全に自転車に乗ろう 

○ろうかは右側を静かに歩こう 
観光客の増加に伴い、交通量が増えてきます。 

交通安全教室で学んだことを生かして交通ルール

を守り、安全に気を付けて自転車に乗る必要があり

ます。ご家庭でもヘルメットの着用や乗り方の指

導、自転車の点検など、ご協力をお願いいたします。 

学校でも怪我を防ぐため、廊下は右側を静かに歩

くことを指導しています。 

 

生活指導部 志村 佳成江 

 

 ４月２５日月曜日、小笠原警察の方のご指導の下、交通安全教室が行われました。自転車の点検の仕

方（『ブタハシャベル』）や、父島で実際に危ない場所の自転車走行の仕方を、映像を交えて教えていた

だきました。高学年・低学年に分かれての路上走行では、横断歩道は車や人に気をつけながら進むこと、

一時停止の標識があるところでは一度足を地面につけて 

走行を停止し、左右を確認して進むことなどが分かり 

ました。 

当日は校外生活指導部の保護者の方々に道路上での安全 

確保・誘導を行っていただきました。この場をお借りして 

お礼申し上げます。 

なお、交通安全についての冊子も配布いたしましたので、 

ご家庭でもよくお読みいただき、今一度交通ルールについ 

てご確認いただければ幸いです。 

 

 

 

交通安全教室 

  

                                      １年担任 板垣 里沙 

今年度小笠原小学校に入学した、男の子２１名、女の子８名、計２９名の１年生です。 

 入学式から約１ヶ月が経ち、学校生活にもだいぶ慣れてきました。「先生、校庭で遊んでもいい？」「係

の仕事、もっとやりたい！」と、毎日元気いっぱいです。先日の『１年生を迎える会』では、呼びかけ

や歌を頑張り、遠足では学校探検でリードして 

くれた２年生と一緒に、ウェザーステーション 

までの道のりを一生懸命に歩きました。 

今は５月３日（火）のこどもまつりに向けて、 

オープニングの呼びかけと歌の練習を頑張って 

います。 

当日は、これまでの練習の成果が発揮できる 

よう皆で力を合わせていきます。 

おが小の１年生です！ 



 

 

 

 本校では、災害発生時に、次のように対応します。ご確認ください。 

在校時

大津波警報

津波警報

大地震発生

一次避難
(小中学校体育館)

二次避難
(大神山資材置き場)

津波注意報 通常授業 集団下校

登下校時

大津波警報

津波警報

大地震発生

各自 最寄りの高台や避難所へ避難
(小笠原高校や大神山神社など)

❶メール配信 ❷ホームページ

❶メール配信 ❷ホームページ

津波注意報 各自 山側を通って登下校
(バス不通時は、欠席にはならない・・・など)

校外学習活動時

大津波警報

津波警報

大地震発生

最寄りの高台や避難所へ避難
(小笠原高校や大神山神社など)

引渡し

津波注意報 小笠原小学校に戻る

在宅時

大津波警報

津波警報

大地震発生

発令中は休校

各自 最寄りの避難所へ避難
(小笠原高校や大神山神社など)

津波注意報 各自 山側を通って登校
(バス不通時は、欠席にはならない・・・など)

通常授業

通常授業

通常授業

集団下校

休校

引渡し

引渡し

❶メール配信 ❷ホームページ

❶メール配信 ❷ホームページ

 

 

 

 

 

 

小笠原小学校 災害発生時の対応について 

＊津波襲来予想時刻までの時間、火事などの二

次災害やその他の状況によっては異なる対応に

なりますので、お子さんとのご家庭での確認を

お願いします。 

緊急時の連絡はメール配

信で行います。またご自身

で情報を確認するには学

校ホームページにアクセ

スしてください。 

・緊急時の電話連絡は時間

を要し、また連絡内容も伝

え聞いているうちに変化し

がちで混乱のもとです。学

校からの緊急連絡はメール

で行います。ご了承くださ

い。 

巨大な津波が小中学校体育館までとどく危険を想定

し、大津波警報が発令されるか、大地震が発生した場合

は、より標高の高い大神山へ二次避難します。この方式

は、東日本大震災から教訓を得て、平成２３年度から取

り入れています。学校のすぐ裏の三日月山は地盤が弱く

危険と考えられるため、大神山を指定しています。 

二次避難場所 



！ 津波到達予想時刻までの猶予、その他の状況によって、左記とは異なる対応をお願いする場合があ

ります。 

 

！ 津波注意報発令時、登下校ルートの変更（山側を通って登下校）をお願いする場合があります。そ

の際は緊急メール配信を通じて連絡します。 

 

！ 災害発生時は緊急連絡を妨げないために、保護者からの学校への電話はしないようにお願いします。 

 

！ 台風等や不審者への対応時は、教職員が引率して集団下校させますが、状況によっては引き渡しと

なります。 

 

！ 子供だけでの留守番や外出時の災害対応について、お子さんと繰り返し話し合うようにしてくださ

い。 

 

 

災害発生時の引き渡し手順 

 １ 緊急メール配信にて、引き取り人名簿の筆頭者（１番目）宛に、児童引き渡しの要請と引き渡し

場所を伝えます。（学校ホームページにもその旨をアップします） 

 

 ２ 引き取り人名簿筆頭者が児童を引き取れないときは、引き取り人名簿の２番目、３番目の人に引

き取りを依頼してください。引き取り人名簿に名前のない方には引き渡せませんので、引き取り

人名簿に名前のない方には依頼しないでください。 

 

 ３ 引き渡し場所にて児童を引き渡します。 

 

 ４ 引き取り者がいずれも引き取れない場合は、学校が児童をお預かりします。安全に引き渡し場所

まで来られない場合は、無理せず身の安全を図ってください。 

 

！ 「引き取り人名簿」とは４月初めに学校に提出した３人の名前を書いた名簿です。筆頭者は、緊急

メール配信の受診者である必要がありますので、そうでない場合は担任にご連絡ください。 

 

 

引き渡し訓練 

本年度の訓練は、５月２８日（土）の学校公開４校時に行います。災害発生時と同じ手順で行い

ますので、緊急メール受信、（学校ホームページでの情報確認）、一次避難（体育館）、二次避難（大

神山）の避難ルートと避難場所、引き渡し手順について、ご確認ください。訓練時には、引き取り

者がいずれも引き渡し場所に来られない場合は、訓練終了後に児童を大神山から下校させます。 

 

 

＊対応マニュアルをよりよいものにするため、ご意見やご質問をお待ちしています。 


