
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

着任のご挨拶 
 

校長 椎橋 秀行  
 

この４月に、母島小中学校より本校に校長として着任いたしました椎橋 秀行（しいばし ひでゆき）と申し

ます。どうぞよろしくお願いします。 

椎橋という名字は珍しいかもしれませんが、江戸川区に多く、実際「椎橋」と言う橋があり、過去には「椎

橋」の名のついた銭湯や銀行まであったと言われています。生まれも育ちも、そして現在の家族の住まいも江

戸川区で、中学校社会科の教員として、江戸川・葛飾・足立区に、さらに副校長として、足立・荒川区に勤務

してまいりました。 
 

新型コロナウィルスの拡大の不安がまだ収まりそうにありません。学校教育に影響しはじめてはや２年が経

つことになります。今年度の学校行事にも影響が危惧されます。 

２年前、当時の安倍首相の「３月２日月曜日から全国一斉休校」の報道を、荒川区の中学校の副校長だった

私は、２月２７日木曜日の帰宅途中で知りました。土日を考えると、残された日程は翌日の学年末テストの最

終日のみ。その後の学年末のことを考えると目の前が真っ暗になった記憶があります。校長先生と連絡を取り、

深夜までかけその後の対応の原案をつくりました。その後もいろいろな面で試行錯誤の繰り返しの一年でし

た。 
 

そして昨年度母島小中学校に赴任してからも、臨時休業や変異株などで対応に悩まされました。しかし、運

動会・学芸会・ロードレース大会・学習発表会などを通じて児童生徒たちの頑張りを発表することができまし

た。小学校１年生から中学校３年生までの９年間の教育活動を共にすることができ、大変貴重な経験をさせて

もらったと感謝しています。先月３１日には母島で見送り式をしてもらい、その２時間後に父島まで出迎え式

をしてもらいました。こんな経験もめったにできないことだとありがたく思っています。 
 

私は社会科と言うこともあり、また、若い頃から旅が好きで、都道府県すべてに行ったことがあります。世

界遺産も北海道の知床から、今は焼失してしまった沖縄の首里城まで足を運びました。小笠原で勤務・生活す

ることを誇りに思うと同時に、島の生活や国土・自然を保全するために、いかに多くの方々が働いているのか

を改めて感じました。村民の方々への感謝の意味でも自分の職責を全うしていきます。まずは、生徒の活動を

しっかりと見つめ、生徒とともに教職員も成長し、村民の方々に信頼される学校づくりに励んでいきたいと思

います。 

 

令和４年度 教職員の異動 
 

転出 

・ 

退職 

校  長 小野満  賢（転出 江戸川区立松江第六中学校へ） 

主任教諭 佐々木 若葉（転出 板橋区立志村第一中学校へ） 

主任教諭 麻生  直人（転出 板橋区立中台中学校へ） 

主任教諭 山浦  康志（退職 長野県小諸養護学校へ） 

Ａ Ｌ Ｔ ルース（Tavara Ruth Ann Pocsoen）（東洋大学附属牛久中学校・高等学校へ） 

転入 

校  長 椎橋  秀行（転入 小笠原村立母島小中学校から） 

主任教諭 柴山  暁人（転入 江東区立深川第二中学校から） 

主任教諭 永井  信次（転入 府中市立府中第二中学校から） 

教  諭 小島  尚子（転入 府中市立府中第八中学校から） 

教  諭 多久 優麗花（転入 世田谷区立駒沢中学校から） 

教  諭 松井  勇祐（転入 大田区立東調布中学校から） 

Ａ Ｌ Ｔ アーディス（Ardith Chavez Telewik）（Sta.Lucia High Schoolから） 
 

小 笠 原 村 立 小 笠 原 中 学 校 

学校だより 
学校フェイスブック 

https://www.facebook.com/ogasawara.jhs 

学校ホームページ 
https://www.ogachu.ogasawara.ed.jp 
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転出・退職した教職員から 
 

校長 小野満 賢  
 

３年間お世話になりました。平成から令和に変わる節目の時に、再び小笠原に呼んでいただき、とても嬉しか

ったです。コロナの時期と重なり、なかなか思うようにはいきませんでしたが、教職員が一致団結し、最善を目

指して教育活動を進めることができました。純粋で何事にも一生懸命に取り組む生徒たちの頑張りに、そして保

護者・地域の方々の深い愛情に幾度も心を動かされました。 

小笠原は私の教員生活の原点で、多くのことを学ばせてもらった場所です。これからも陰ながら見守り、応援

していきたいと思います。 

最後に、出島の際の温かい見送りは一生忘れることはありません。本当にありがとうございました。 

 

主任教諭 音楽 佐々木 若葉  
 

赴任した時、学校だよりの自己紹介で「早く島の皆さんに恩返しができるように頑張りたい」と書きました。

以来「どうしたら恩返しができるのだろう、私が音楽教師としてできることって何だろう。」と考えながら過ご

してきました。お別れのご挨拶にあたり、皆さんに何か良い思い出を残せていたら嬉しいです。この３年間、地

域の皆様の支えのお陰で無事勤めることができました。美味しい野菜や果物、卵、新鮮な魚等食材を提供してく

ださった方。小笠原のことを教えてくださった方。重い荷物を届けてくれたり、困った時に駆けつけてくださっ

たりした方。そして小笠原中の音楽活動にいつも温かい声援を送っていただいた皆様。様々な場面で見守ってい

ただいた村民の皆様にこの場をお借りして感謝申し上げます。またいつか再会できることを楽しみにしており

ます。 

 

主任教諭 保健体育 麻生 直人  
 

小笠原に赴任が決まったときに、私が心に決めていたことがあります。それは『小笠原に爪痕を残す』という

ことです。私が小笠原に居たということがいつまでも残るぐらいでっかいことをやりたい。と思いながらおが丸

に乗ったことを今でも鮮明に覚えています。ですが、実際に爪痕が残ったのは私の心の中でした。小笠原で出会

ったたくさんの方々。経験した全てのできごと。家族と過ごした多くの時間。本当にたくさんのことが私の心の

中に深く刻まれました。５年間もお世話になったこの小笠原は、家族共々第２の故郷となりました。関わってく

ださった全ての方々に改めて感謝申し上げます。 

私はこれからも「一笑懸命」頑張っていきます。皆さんもお元気で！笑っていきましょう！ 

主任教諭 特別支援（通級） 山浦 康志  
 

海なし県で育った私は、海の見える場所で暮らすことを夢見ていました。小笠原に赴任が決まったとき、とて

も嬉しかったのを覚えています。小笠原の生活はとても心地よく、学校を中心に関わる生徒、保護者、地域の皆

さんも温かくとても充実した４年間を過ごすことができました。離任が決まり引っ越しの準備をしていると、大

学進学のため上京して一人暮らしを始めるときの、新しい環境への期待と、地元を離れる寂しさや不安の入り混

じったような感覚になり、改めて居心地の良さを実感しています。皆さんと、小笠原と離れるのは寂しいですが、

ここでの数々の思い出は忘れません。４年間本当にありがとうございました。 

 

ＡＬＴ ルース（Tavara Ruth Ann Pocsoen） 

 

I want to express my deepest gratitude to everyone who has been a part of my 3-year journey in 

Ogasawara. Indeed, time flies so fast. I still remember how the people on this beautiful island 

welcomed me on my first day. It was such a good memory. For three years, this island became my home. 

I enjoyed a lot of activities and experienced hundreds of new things. The island's rich nature, kind 

students, supportive teachers and helpful locals definitely marked unique footprints on this humble 

journey that I took and I can't thank everyone enough. Thank you for being a part of my story. 

 

転入した教職員から 
 

主任教諭 保健体育 柴山 暁人  
 

こんにちは。今年度、小笠原中学校に着任しました保健体育科の柴山 暁人（しばやま あきひと）です。小笠

原に着くまでは緊張と不安がありましたが、出迎え式でみなさんの優しい笑顔を見ることができ、安心すること

ができました。ありがとうございます。これからみなさんと貴重な体験を共にし笑顔が溢れる生活を送るととも

に、小笠原の自然や文化を学んでいきます。よろしくお願いします。 



 

主任教諭 特別支援（知的固定） 永井 信次  
 

東京競馬場のある府中市立府中第二中学校から着任いたしました１年２組（特別支援学級）の担任 永井 信次

（ながい しんじ）です。朝、メジロやウグイスの声で目を覚ますことのできる幸せを感じています。着任者の

平均年齢を一人で上げていますが、亀の甲より年の功で頑張りたいと思います。（海洋センターで亀の見学をし

ました。かわいいですね。）これからよろしくお願いします。 

 

教諭 音楽 小島 尚子  
 

府中市立府中第八中学校から着任しました、音楽科の小島 尚子（こじま なおこ）です。専攻楽器はバイオリ

ンなので、いつか演奏する機会があったらなと思っています。中学、高校とソフトボール部に所属していたので、

身体を動かすことも好きです。父島には旅行で来たことがあったので、これからの生活がとても楽しみです。教

えていただくことばかりだと思いますが、精一杯力を尽していきます。よろしくお願いします。 

 

教諭 特別支援（通級） 多久優 麗花  
 

特別支援を担当します、多久優 麗花（たく ゆりか）です。 

小笠原父島に到着して、小笠原中学校の生徒の皆さんが素敵な笑顔で出迎えてくれてたことが印象的です。街

ですれ違っても温かく挨拶してくれたり声をかけてくれたり、新しい場所での不安が一気に吹き飛びました。こ

れから皆さんと勉強やスポーツ、小笠原の行事を楽しみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

教諭 特別支援（情緒固定） 松井 勇祐  
 

初めまして、今年度小笠原中学校に着任しました。松井 勇祐（まつい ゆうすけ）と申します。よろしくお願

いします。今年度新設されました特別支援学級の担任をします。初めてのことばかりで、わからないこともあり

ますが、小笠原の島、小笠原中学校でたくさんのことを経験し、皆さんと楽しく過ごしていきたいと思います。

ここでしか経験できないことをたくさんやりたいと思います。体を動かくすことが好きなので、ダイビングや釣

りもしてみたいと思います。よろしくお願いします。 

 

 

令和４年度 教職員一覧 
 

職名 氏名 教科 学年 分掌 

校  長 椎橋  秀行    経営 

副 校 長 坂本   司    経営 

主幹教諭 高橋  郁美 理科 １学年副担 教務部（教務主任） 

主任教諭 野内 由紀子 国語 ３学年副担 教務部（研究主任） 

主任教諭 矢代  祥大 社会 ３学年副担 生活指導部（生活指導主任） 

主任教諭 小林  政輝 数学 １学年主任 生活指導部 

主任教諭 湯本  美樹 美術 ３学年主任・担任 教務部 

主任教諭 柴山  暁人 保健体育 ２学年担任 生活指導部 

主任教諭 宮本  寛信 技術 ３学年副担 教務部（進路指導主任） 

主任教諭 髙田  奈々 英語 ２学年主任 教務部 

主任教諭 永井  信次 特別支援(知的固定) １学年担任 教務部 

教  諭 小島  尚子 音楽 １学年担任 教務部 

教  諭 髙部 みなみ 家庭 ２学年副担 教務部 

教  諭 多久 優麗花 特別支援(通級) ２学年副担 生活指導部 

教  諭 松井  勇祐 特別支援(情緒固定) １学年担任 生活指導部 

養護教諭 野田 さくら 養護 １学年副担 生活指導部 

主  事 新井  知子    事務 

スクールカウンセラー 門間  雅斗     

Ａ Ｌ Ｔ 
アーディス チャベズ 

テレウィック 
英会話 

  

用  務 橋本  眞弓     

（職層・教科順） 



 

 令和４年度 第５５回 入学式 
 

 

令和４年４月６日（水）に第５５回入学式を行いま

した。新たな決意と希望にあふれる２１名の新入生

を迎えました。 

片岡  和貴 新井  実波 

金城  大輝 有田  美結 

白倉   築 菊池   純 

中村  太咲 千葉  真鴻 

古谷  晴斗 富田 みのり 

松澤  陽斗 根本 瑚々菜 

水野  陽翔 松原  友香 

宮﨑  士波 森本  千諒 

明神  晴大  

諸星   慧  

横山   蓮  

吉田  智貴  

綿引  海斗 男女別五十音順 敬称略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４月の行事予定 
 

 

４日（月）春季休業日終 

５日（火）始業式 入学式準備 職員会議 

６日（水）入学式 

７日（木）生徒会オリエンテーション 

避難訓練 職員会議 ＳＣ勤務 

８日（金）安全指導 身体測定 職員会議 

      定期健康診断始 

１１日（月）役員会・各種委員会 

１２日（火）生徒会朝礼 中央委員会 

 自転車安全点検 

１３日（水）校内研修 

１４日（木）役員会・各種委員会 尿検査（一次） 

１５日（金）食育講話 中央委員会 歯科検診 

保護者会（15:00～） 

修学旅行保護者説明会（３年） 
 

 

１８日（月）学校朝礼 中央委員会 

１９日（火）全国学力・学習状況調査（３年） 

      情報モラル教室（ファミリｅルール） 

２０日（水）お弁当の日 芝生の日 

２１日（木）役員会・各種委員会 ＳＣ勤務 

２２日（金）中央委員会 

２５日（月）学校朝礼 生徒会総会リハーサル 

２６日（火）生徒会総会 心電図検査（１年） 

２７日（水）尿検査（二次） 職員会議 

２８日（木）ＧＷ学習記録プログラム始 眼科健診 

交通安全教室 ＳＣ勤務 

２９日（金）昭和の日（授業日 午前授業） 

こどもまつり 
 

 

 

 

入学式 新入生誓いのことば 
 

寒かった冬も終わり、暖かい日が増え、小笠原らしい季節となり、木々の枝には新しい命が芽生え始

めていました。この良き日に、先生方、先輩方の温かい雰囲気の中、僕たち二十一名は，小笠原中学校

の仲間入りをします。 

僕は今、緊張しています。なぜなら、小学校にはない教科や部活動があり、それがどういうものかあ

まり分かっていないからです。しかし、それと同時に喜びもあります。新しい先生や先輩との出会いが

あるからです。授業や部活動、委員会でかかわることを楽しみにしています。 

僕は部活動でサッカー部に入り、サッカーの技術だけでなく、礼儀など色々なことを学びたいです。

学習面では、授業で話をきちんと聞くのはもちろん、テストで良い点を取れるように、たくさん勉強を

頑張り、部活動と両立させたいです。生活面でも、小学校で学んだ挨拶や感謝の大切さを忘れず、中学

校でも継続していきたいです。 

これから先生方や先輩、他にもたくさんの方々のお世話になっていきます。そのことへの感謝を忘れ

ることなく、中学校の三年間を過ごしていきたいです。 

中学校生活は、あっという間かもしれません。先生、先輩、家族、地域の方々から信頼を得て、応援

してもらえるよう、たくさんのことに諦めず、チャレンジしていくことを誓います。 
 

令和４年４月６日 新入生代表 吉田 智貴 


