
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

小笠原中学校が目指すもの 
 

校長 椎橋 秀行  
 

始業式の日に、私は昨年のサッカー部の都大会（応援はできませんでしたが、母島中の生徒も合同チームと

して参加していたので、隅っこから見てました）の感想から、「最後まであきらめずがんばれる一年にしよう。」

という話をしました。 

新しい年度になり、生徒たちも新たな目標を持ったと思います。「１年生・中学生になって」「２年生・中堅

学年として」「３年生・卒業にむけて」 学習や部活、進路などさまざまな目標を、それぞれ最後まで頑張っ

てほしいです。 

 

では、本校の目標は何でしょうか。 

   ＜教育目標＞   よく学び、考え、行動する人 

やさしくたくましい人 

社会の一員として貢献できる人      

 

保育園から高校まで一貫してほとんど同じ集団でありながら、卒業生の多くが、一度は内地へ出たいと言う

と思われます。であるならば、新しい環境や集団に適応し、困難に直面したときにそれを乗り越える力、さら

に世の中で通用する力も必要です。生徒たちに、自分が「２０歳」そして「２５歳」になったときのイメージ

をもたせることが必要だと考えています。中学校、高校などを卒業後、さらに社会に出るまでの一貫して流れ

るキャリア教育を、創造していくことが大事だと思われます。 

 

また、本校では校訓として「紳士たれ、淑女たれ」というのがありました。この言葉は、ジェンダーフリー

の現在ではふさわしくないのかもしれません。しかし、この校訓がめざしていたものは大事にすべきだと思い

ます。それは、「高い教養と品格を持った、礼儀正しい人」ではないかと考えました。そこで、令和４年度の

学校経営方針の中に、この考えを入れました。 

【育てたい生徒像】「グローバルな視点で物事を考え、行動できる生徒」 

教養・品格・礼儀 

 

小笠原中学校では、今後も保護者や地域から信頼される学校であるために、「笑顔あふれる、安全・安心な

学校」を目指し、積極的に教育活動の改善・充実を図る所存です。今後とも、ご支援ご協力をよろしくお願い

します。 

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 
https://www.ogachu.ogasawara.ed.jp 

 

 

令和４年５月２日 第２号 

小笠原村立小笠原中学校 

校 長 椎 橋  秀 行 



 各学年の紹介 
 

第１学年                                  学年主任 小林 政輝 
 

中学校に入学して１ヶ月が経ちましたが，新しい環境や生活リズムの変化に最初は戸惑っていた生徒たちも

徐々に中学校生活に慣れ，２１名の笑顔がたくさん見られ，良いスタートを切ることができました。また，授

業中に積極的に発言したり，お互いに声を掛け合ったり，みんなで支え合っていこうという姿が見られました。

良いスタートが切れたからこそ，これで満足することなく，さらに上を目指していきたいと思います。 

『Rainbow』は，学年通信のタイトルであり，学年主任として１年生にお願いしたいことです。入学したば

かりの１年生は真っ白な状態です。中学校生活の３年間を通して，自分の色を作り上げてください。人と合わ

せる必要はありません。自分の長所をさらに伸ばして，自分だけの色を作り，そして，その色で中学校生活を

輝かせてください。３年後に２１人が２１色の虹

『Rainbow』を輝かせて小笠原中学校を旅立ってい

くことを今から楽しみにしています。 

 生徒たち一人一人が中学校生活を通して自分の

色を作っていけるように教職員一同，全力でサポー

トしてまいります。保護者会でもお伝えしました

が，生徒の成長のために学校と保護者の皆様で同じ

方向を向いて取り組んでいきたいと考えています。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

第２学年                                  学年主任 髙田 奈々 
 

こんにちは！昨年度は『チーム１年生』として成長を見守っていただき、ありがとうございました。今年度

も『チーム２年生』として教職員をはじめ、保護者の皆様、地域の皆様とともに２年生の成長を楽しみに１年

間過ごしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

第２学年は、前半に小笠原の歴史（開拓前～第二次世界大戦～返還後）を、後半に職場体験を通して自分た

ちや小笠原の未来についての学びを深めていきます。今年度は様々な行事を通して島内の方々とお話しできる

機会が多く、２年生たちは楽しみにしているとともに、『小笠原の歴史を継ぐこと』の重みも感じています。

父島や硫黄島に関する戦争の歴史や、『小笠原 (Bonin Islands)』の人々の歴史を調べれば調べるほど、知っ

ておくべき事実や想いに出会い、２年生とともに学

年教員も日々学び続けています。 

また今年の学年目標は「責任をもって積極的に考

動する」になりました。そこには、「自分の・自分た

ちの役割に責任をもち、これまで以上に積極的に考

えて行動したい。」という想いがあります。これまで

行ってきたことに対して、前例踏襲ではなく、目的

を考慮した上で、新しい方法も試しながらよりよい

方向性を模索して、学年での活動を行っています。 

 
第３学年                                  学年主任 湯本 美樹 
 

転入生２人を迎え、３２人という大所帯の学年になりました。素直で明るい生徒たちは、３年生になっても

そのままです。嬉しい反面、もう少ししっかりしてほしいなと感じる部分もあります。何でもすぐに口にする

のではなく、少し考えてから発言してほしい。やりたいことも大切だけれど、やるべきことの優先順位を考え

てほしい。人の話を最後まで聞き、心で受け止めて流さないでほしい。家庭学習など自分に対する努力を怠ら

ないでほしい。約束を大切にしてほしい。先延ばし

にしないでほしい。楽しんでいる自分たちの周りを

見ることができる視野をもってほしい。伝えたいこ

とはたくさんあります。元気あふれる３２人の３年

生は、きっと立派な３年生になってくれると信じて

いますし、必ず素敵なクラスをつくってくれると信

じています。卒業式の日を、どんな顔で迎えること

ができるかは、その人の過ごし方次第です。一生懸

命学び、一生懸命生きて、全員の笑顔で卒業式を迎

えましょう。 
 



 

 

情報モラル教室 「スマホをスマートに使えていますか？」 
 

生活指導主任 矢代 祥大  
 

４月１９日(火)の６時間目に情報モラル教室が行われました。内地より東京都ファミリｅルール事務

局統括マネージャー山本啓史さんに来ていただき、お話してもらいました。「使えてる！？ネット・ス

マホをスマートに」というタイトルで、ネットやスマホに操られたり、支配されたりするのではなく、

スマートに使いこなすためにはどうしたら良いのか、丁寧に教えていただきました。スマートに使いこ

なすためには「行動の結果を考えること」と「法律・ルール・マナーを守ること」が特に大切です。近

年、フェイクニュースやフォトハラスメントなど、ＳＮＳ上での情報の拡散が問題になることが多いで

すが、真偽を確かめずに広めたり、みんなで撮った写真を勝手にＳＮＳ上にアップロードしたりするこ

とで、人を傷つけてしまう恐れがあります。以上のお話をしっかりと理解して、誰もが気持ちよくスマ

ホやネットを使ってほしいと思っています。 

 
 

第３学年 「修学旅行」 
 

第３学年修学旅行担当 湯本 美樹  
 

令和４年度の修学旅行は１０泊１１日の行程で実施の予定です。過去２年間延期になった修学旅行で

すが、今年度は予定通り実施できそうです。京都・奈良では、生徒たちが楽しみにしている班行動の

他、お茶体験や座禅体験、お寺での法話など、古都の文化に触れる体験を行います。東京では、東京グ

ローバルゲートウェイでの英語体験、上級学校訪問、劇団四季劇場での観劇、東京ディズニーリゾート

への訪問など、盛沢山の内容になっています。上級学校訪問の学校を決める際には、一人一人自分の将

来について考えたり、興味関心を広げたりと、前向きな気持ちで決めることができました。一人で知ら

ない学校に行くのは不安もありますが、しっかり下調べして臨みたいと思います。生徒が楽しみにして

いる東京ディズニーリゾートのチケットを取る際には、保護者の皆様にご協力いただいたおかげで、行

くことができるようになりました。ありがとうございました。 

 １０泊１１日という長い修学旅行になりますが、生徒も教員も無事に戻ってくることが目標です。体

調管理と感染症対策をしっかりしながら、たくさん学び、たくさん楽しむ修学旅行にしたいと思いま

す。生徒の笑顔あふれる１１日間にしたいと思いますので、準備等のサポートをどうぞよろしくお願い

いたします。 
 

5月26日(木) 出発式・父島発 船中泊 

5月27日(金) 竹芝着  

5月28日(土)   

5月29日(日)   

5月30日(月)   

5月31日(火)   

6月 1日(水)   

6月 2日(木)   

6月 3日(金)   

6月 4日(土) 竹芝発 船中泊 

6月 5日(日) 父島着・解散式  
 



 

 

 

生徒会オリエンテーション 
 

生活指導部生徒会担当 矢代 祥大  
 

４月７日(木)の１・２時間目に生徒会オリエンテーションを行いました。１時間目は教員から学習面

や生活面での説明があり、２時間目は部活動の部長や生徒会各種委員会の委員長から、各部活動や各委

員会について発表・説明がありました。新入生は、中学校生活について知ることができ、中学校生活に

対する不安や心配を減らし、期待を膨らませることができたのではないでしょうか。２・３年生は改め

て学校生活を再確認するとともに、先輩としての自覚をより深められたと思います。 

 
 

令和４年度 前期生徒会・委員会 
 

 第１学年 第２学年 第３学年 

役員会 
 生徒会書記 市野 礼雄 

生徒会書記 高野 青波 

 生徒会会長  川口 八重 

生徒会副会長 福山  凪 

学級委員 
○吉田 智貴 ◎松原 友香 

○伊藤 颯雲 ◎森下 加椰 ◎老松 慧吾 ○池田すみれ 
水野 陽翔 金城 大輝 

生活委員 諸星  慧 横山  蓮 ◆筒井  昂 ◆筒井 彩花 ◎一木 砂紋 ○川上  楓 

美化委員 古谷 晴斗 明神 晴大 ◆小野寺麻芭 ◆川口 喜久 ◎出原  空 ○仲島 緑生 

保健委員 綿引 海斗 ◆菊池  純 折田 泰市 ◆佐藤 希海 ○後藤 美咲 ◎田村  雫 

放送委員 宮﨑 士波 新井 実波 ◆竹澤 叶大 ◆成田 帆高 ◎小野 哲平 ○林 虎次郎 

図書委員 白倉  築  千葉 真鴻 ◆工藤 楓河 ◆髙嶺 佳加 ○池田  杏 ◎筒井 友香 

体育委員 中村 太咲 有田 美結 ◆猪村 汎乃 ◆小森谷波花 ◎有田 一輝 ○持田  翼 

福祉委員 富田みのり ◆森本 千諒 梅津 小夏 ◆加藤  空 ○大木  舞 ◎綿引 夢恵 

選挙管理

委員会 
松澤 陽斗 小松 直樹 田村  雫 

◎委員長 ○副委員長 ◆書記 （敬称略）  

 

５月の行事予定 
 

 

２日（月）学校朝礼 安全指導 自転車安全点検 

ＳＣ勤務 

３日（火）憲法記念日 

４日（水）みどりの日 

５日（木）こどもの日 

６日（金）振替休業日 

９日（月）学校朝礼 小笠原村学力調査 

ＧＷ学習記録プログラム終 
１０日（火）食育講話 プール清掃 

 小笠原高校訪問（３年） 

１１日（水）歯科検診 避難訓練 職員会議 

１２日（木）夜明山戦跡調査事前学習（２年） 
      第１回小中高教科交流会 

１３日（金）夜明山戦跡調査・事後学習（２年） 
 

 

１６日（月）学校朝礼 学校公開始 東京都学力向

上を図るための調査（３年）ＳＣ勤務 

役員会・各種委員会・中央委員会 

１７日（火）内科検診 校内研修 

１８日（水）芝生の日 校内研修 

１９日（木）お弁当の日 ＡＥＤ講習会（生徒） 

 ＳＣ勤務 校内研修 

２０日（金）生活アンケート 校内研修 

２１日（土）土曜授業日 学校公開終 

２３日（月）振替休業日 

２４日（火）生徒会総会 耳鼻科検診 

２６日（木）修学旅行始（３年） ＳＣ勤務 

２８日（土）ＰＴＡノロ落とし 

３０日（月）体力テスト始 
 

 


