
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

これから花は咲きます 
 

校長 小野満 賢 
 

小笠原に春の訪れを告げるビーデビーデの花が今年はどういうわけかまだ咲きません。内地とは気候が全

く違うので「時候の挨拶」はあまり使わない小笠原ですが、春だけは色々な場面で「ビーデビーデの花が・・・」

という使い方が定着しているほど馴染みの深い花です。昨年の春先までの低い気温、夏前まで続いた渇水、秋

に立て続けに来た台風がもしかしたら影響しているのかもしれません。校庭の片隅にあるビーデビーデを毎

日見上げていますが、青空に鮮やかに映える誇らしげな紅色の花がこの時期に見られないのは寂しいなと思

っていました。しかし、４月３日に村立小中学校の臨時休業が村から発表された時、私はその考えを改めまし

た。 

ビーデビーデの花はこれから咲くのです。 

２週間後の４月１５日に延期される入学式では３１人の新入生を迎え、生徒数は６７名、新しく赴任した７

人を加えた１６人の教職員とともに令和２年度の小笠原中学校の新学期がスタートします。その日を、この花

は待っているのだろうと私は思うのです。新型コロナウイルスの脅威から解き放たれ、伸び伸びと学校生活が

展開し軌道に乗った頃を、ビーデビーデは春と捉えて花が咲き始めるかもしれません。そんなことを考えると

この花が咲くのはいつなのか、待ち遠しく、希望の花のように愛おしく思えてきます。 

 現実に目を向ければ、新型コロナウイルスの猛威はとどまることを知らず、世界中の感染者は１００万人を

超えました。連日の報道を見れば、日本全体そして小笠原を所管する東京の感染者の急増ぶりに心配の種は尽

きません。我々が不安に思うのは、ウイルスが目に見えない脅威であること、未だ治療法が確立されていない

ことや、ワクチン等の予防策が開発途上にあることが原因です。しかし世界中の研究者は国境を越え、手を携

えて、このウイルスに効く薬の開発に日夜努力をしています。医療に従事する方々が最前線で患者さんと向き

合い、献身的に努力をしている姿には頭が下がります。どうしても亡くなる方や重篤な症状の方に焦点が当て

られがちですが、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策会議によると、感染が確認された症状のある人

の約８０％が軽症であり、重症化した人も、約半数は回復しているとの報告があります。 

 私たちは、もちろん気を緩めることなく、今できる最善の予防策をそれぞれがしっかりと行うことが大事で

す。しかしその一方で、情報を冷静に受け止め、浮足立つことなく、今在る場所で今しなければならないこと

を落ち着いて行っていくしかありません。 

 この学校だよりとともに、新年度の教科書や臨時休業中の課題、新学期に必要な書類等を先生方が生徒の皆

さんの家に届けに行きます。皆さんは家の方とともにそれらに目を通し、来るべき新学期に向けての準備をし

っかりと行ってください。私たちも皆さんが元気に登校してくる日を心待ちにしながら、令和２年度の準備を

粛々と進めていきます。 

 

京都で植木職人を生業（なりわい）としながら、代々桜の木を守り保存に努める桜守（さくらもり）・佐野

藤右衛門氏が以前、桜の花についてこんなことを語っていました。「桜は春に花が咲き、その花が散った後の

初夏には次の年の春に咲くつぼみをつくる。木枯らしの吹く寒い冬の間にも、いつ咲いてやろうかと準備をし

て待っている。桜は自分が咲くべき時を知っている。」 

 

校庭のビーデビーデもまた、自分の咲くべきその時に向けて、準備をしているのだろうと私は思っています。 

 

 

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 

http://www.ogachu.que.ne.jp/ 
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校 長 小 野 満  賢 



  離任の挨拶  
 

主任教諭 社会科        

憧れの小笠原に赴任して４年。この４年間、外来の動植物を駆除したり、ウミガメやクジラについて勉強し

たり、イベントの運営に携わらせていただいたりと、自然や文化の分野で学校の職員という立場を超えて様々

な貴重な経験をさせていただきました。これらの経験をこれからの人生に生かして人間の幅を広げ、そしてそ

れを近いうちに小笠原の皆様に還元できるようにしたいと考えています。皆様、本当にありがとうございまし

た。 

主任教諭 家庭科        

中学生という多感な時期を過ごす皆さんにとって、少しでもこの先の生き方を考えるきっかけにして欲し

いという気持ちで、家庭科の教員として、学年の教員としてこの４年間指導してきました。道徳で話をしてく

ださった保護者の皆様や、総合の時間に自分のキャリアについて話してくださった方々、本当にありがとうご

ざいました。生徒が様々な大人の生き方に触れる機会をつくることができたと思います。自分自身にとっても

大変勉強になりました。４年間本当にお世話になりました。慣れない環境の中で、受け入れてくれた生徒たち、

保護者、地域の皆様に家族共々感謝しています。 

教諭 国語科        

 自分自身が、最初から最後まで貫いたことは、ひとりの国語の教員として日々を送ったことでした。自分の

思いが目に見える形となるものが「言葉」です。思いを伝えた時に、ある生徒が涙を流しながら思いを伝えて

いました。その言葉は多くの人に伝わり、感動したことを覚えています。入学式、弁論大会、人権作文、学習

発表会、卒業式。小笠原中学校の中で出会った皆さんの言葉は、私の力となって、これからも生き続けていく

と思います。「人生はからくりに満ちている。」（星野道夫『アラスカとの出会い』より）小笠原へ赴任した

時に、強く感じた言葉のひとつでした。小笠原に来て、３年間過ごすことができた奇跡に感謝します。「友、

さようなら。そして、ありがとう。再び会える、その日まで。」（ゆず『友－旅立ちの時－』より） 

 

教諭 美術科        

３年間大変お世話になりました。皆さんは、美しいものを見ると「きれいだね」と自然に言えます。夕焼け

のグラデーション、海の蒼さ、花の色の鮮やかさ、満天の星空、きれいなものに囲まれて生きてきたから、素

直に言えるのですね。美しいものを美しいと感じられることは、素晴らしいことです。どうかこれからも、感

性を磨き、心身ともに成長していってください。小笠原中学校で美術を教えられたこと、幸せに思います。父

島を一生忘れません。ありがとうございました。 

教諭 英語科        

 ３年間という短い時間でしたが、小笠原での生活はとても濃く、充実していました。３月３０日、たくさん

の生徒たちや保護者、地域の方々に見送られて二見港を後にしましたが、寂しい感情とともに、３年前に父島

に赴任してきた頃を思い出しました。まるで異国の地に来たような、全く内地とは異なる環境に驚いたことを

覚えています（おが丸の揺れにも驚かされましたが・・・）。あれからたくさんの生徒や島民の方々と出会い、

関わり、たくさんの思い出ができました。海や山、星などきれいな自然も魅力的でしたが、それ以上に中学校

で生徒たちと過ごした日々に勝るものはありません。たくさん笑って、ときに感動して泣いて、とても楽しか

ったです。小笠原中学校には感謝しかありません。ありがとうございました。これからの小笠原中学校の皆様

の活躍を心から応援しています。 

養護教諭        

今、「小笠原に来て良かった。」と、心の底から言えます。それはこの島で、仕事についてはもちろん、自

分自身をもう一度見つめ直したり、自然の素晴らしさに圧倒されたり、優しく元気な生徒や地域、保護者の方

と出会えたからです。私の人生の中で、大きな影響を与えた３年間でした。新たな赴任先でも、自称「小笠原

親善大使」として、この島のこと、生徒たちのことを想って頑張ります。お世話になりました。ありがとうご

ざいました。 

事務主査        

 ２年前に小笠原に来た時、美しい自然に感動したことを昨日のことのように覚えています。小笠原中学校に

赴任して、いつも生徒たちのためになるように考えながら、仕事をしてきました。無事に任期を終えることが

できたのは、生徒・保護者の皆様のおかげです。私にとって小笠原での思い出は「大切なもの」になりました。

またご縁がありましたら、小笠原に帰ってきたいと思っています。大変お世話になり、ありがとうございまし

た。 

スクールカウンセラー        

 １年間という短い期間になってしまいましたが、小笠原が大好きでした。ちょうど皆さんともいろいろお話

ができるようになってきた頃の離任ということで、残念に思う反面、申し訳ない気持ちでもあります。小笠原

で過ごしたこの１年間は、いつか自分の人生を振り返った時に、かけがえのない大切な時間だったと思うこと

を確信しています。今後の人生のパワーの源にもなるでしょう。感謝しております。 



  着任の挨拶  
 

主任教諭 美術科        

はじめまして。    と申します。担当教科は美術です。２５時間船に揺られて、やっと着いた二見港で、

生徒の皆さん、保護者の皆さん、地域の方々、先生方にあたたかく迎えていただき、これから父島でみなさん

と過ごす生活が、ますます楽しみになりました。新しい土地、新しい出会い・・・この豊かな自然の中で皆さ

んと一緒に過ごせることを幸せに思い、毎日一生懸命過ごしていきたいと思います。これからどうぞよろしく

お願いいたします。 

主任教諭 英語科        

Hello, everyone. Nice to meet you! My name is            . I was born and raised in Tokyo, but 

this is my first time to come here, Chichijima, Ogasawara. It is full of interesting places 

represented by the World Natural Heritage Sites and historical sites. Also, I am very interested 

in the students who grew up in this wonderful area. I hope that everyone has a great time in this 

school together.  

（こんにちは、皆さん。はじめまして。    と申します。東京生まれ東京育ちですが、ここ父島に来るの

は初めてです。こちらは世界自然遺産や史跡など興味深い場所で溢れており、実際に訪れるのを楽しみにして

いました。またこの素晴らしい地域で育った皆さんとこの小笠原中学校で一緒に過ごせるのを楽しみにして

います。） 

教諭 社会科        

社会科を担当する    です。江戸川区の松江第一中学校から赴任してきました。前任の学校は、生徒が

７００人弱もいた学校で、小笠原中は生徒の規模がおよそ１０分の１になります。その分一人一人と関われる

時間が増えると楽しみに思っています。出迎え式での生徒の皆さんの様子を見て、楽しみな気持ちがより高ま

りました。社会科を少しでも好きになってもらえたらと思っています。 
 

教諭 国語科        

国語科を担当します     です。生まれて初めて父島に来ました。今まで見たことのない海の色、自然

豊かな環境にとても驚いています。出迎え式で生徒の皆さんの顔を見て、これから一緒に生活できることが楽

しみになりました。小笠原中や、父島の良いところをたくさん教えてください。楽しい授業を目指して努力し

ていきます。よろしくお願いいたします。 

教諭 家庭科        

 家庭科を担当します。長い船旅の後、小笠原中の皆さんが笑顔で歓迎してくださり、とても温かい気持ちに

なりました。私は自然が大好きなので、自然豊かな父島で，皆さんと一緒に学べることを、とても楽しみにし

ています。慣れることに必死で、時間が早く過ぎてしまいそうですが、生徒の成長や島での生活を一瞬一瞬大

切にしていきたいと思っています。至らないことも多いと思いますが，精一杯頑張りますので、よろしくお願

いします。 

養護教諭        

初めまして。養護教諭の     です。教員として初の赴任、初の来島と、初めてづくしのことばかりで

すが、皆さんの心と身体の健康をサポートできるよう、精一杯努めますので、よろしくお願いします。島のこ

とを、もっともっとよく知りたいので、皆さんとたくさんお話しさせてください。 
 

事務主事        

事務を担当いたします、    です。２５時間船に揺られ熟睡し、夢にまで見た小笠原の地に清々しく立

つことができました。出迎え式での暖かい歓迎、ありがとうございました。神津島等、これまで５つの島での

学校事務の経験を生かし、少しでも小笠原中学校の教育活動の力になれるように、努力したいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

スクールカウンセラー        

 この度、小笠原中学校のスクールカウンセラーになりました臨床心理士の    と申します。以前は、児

童障害者施設や精神科の病院などで働いていました。趣味は体を動かすことと、体を休めることです。まだ父

島について何も分からないので、是非、父島の魅力を教えてください。どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年３月３０日 見送り式 令和２年４月２日 出迎え式 



 

 

 

令和２年度 教職員の異動  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

令和２年度 在籍生徒 ※令和２年４月現在 

 

 

 

 

 

 
 

 

令和２年度 教職員 
 

職名 氏名 教科 学年 分掌 

校  長     経営 

副 校 長     経営 

主幹教諭  理科 ３学年主任 教務（教務主任） 

主任教諭  音楽 １学年副担 教務（研修主任） 

主任教諭  美術 １学年主任 教務 

主任教諭  技術 ２学年主任 教務（進路指導主任） 

主任教諭  英語 １学年担任 生活 

主任教諭  特別支援 １学年副担 生活 

教  諭  国語 ２学年副担 教務 

教  諭  社会 ３学年副担 生活 

教  諭  数学 ２学年担任 教務 

教  諭  保健体育 ３学年担任 生活（生活指導主任） 

教  諭  家庭 ３学年副担 教務 

養護教諭  養護 ２学年副担 生活 

主  事     事務 

スクールカウンセラー      

Ａ Ｌ Ｔ  英会話   

用  務      
 

転出教職員 
 

主任教諭 

主任教諭 

教  諭 

教  諭 

教  諭 

養護教諭 

事  務 

スクールカウンセラー 

転入教職員 
 

主任教諭 

主任教諭 

教  諭 

教  諭 

教  諭 

養護教諭 

事  務 

スクールカウンセラー 
 

学    年    男  子    女 子    合 計 

第１学年 １７名    １４名   ３１名 

第２学年 １３名     ６名   １９名 

第３学年 １２名     ５名    １７名 

合    計 ４２名    ２５名   ６７名 

 
新型コロナウイルス感染

症に伴う今後の予定 

東京都での新型コロナウイルスの

感染拡大に伴い、下記のような感染リ

スク等への対応をします。趣旨をご理

解いただき、人の集まる場所等への外

出を避け、自宅で過ごすようご協力を

お願いいたします。 

なお、その他の予定につきまして

は、詳細が決まり次第、改めてお知ら

せいたします。今後の新型コロナウイ

ルス感染症の状況によっては、休業期

間を延長する場合もあります。 
 

○臨時休業 

 ４月６日（月）～４月１４日（火） 

○入学式 

４月１５日（水）午前１１時～ 

○新２・３年生の臨時登校日 

４月１５日（水）午後２時２０分 

○保護者面談 

４月２０日（月）～５月１日（金） 

○保護者会 

５月に延期（日程未定） 

○３年修学旅行 

１０月１３日（火）～２４日（火） 
 

※問い合わせ先 

臨時休業について 

（小笠原村教育委員会２－３１１７） 

行事予定について 

（小笠原中学校   ２－２５０２） 


