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井口 寛隆

毎朝、住宅付近に生息しているメジロなどの野鳥の鳴き声で目覚めます。野鳥の鳴き声
で目覚めるなんて、都会の喧噪の中で暮らす人々にとっては、うらやましい話だと思いま
すが、野鳥たちの鳴き声は、夜が明けるのが待ち遠しくて仕方がないかのように、楽しく
おしゃべりをしているように聞こえます。
この野鳥たちに起こされ、毎朝５時からウォーキングをしています。住宅から白い灯台
まで往復すると約３０分です。早朝のため、島民のみなさんにお会いすることは少ないで
すが、お会いした方には、「新しい校長の井口です。」と自己紹介していました。このウ
ォーキングの後は、学校のプランタンや鉢植えのルコー朝顔やミニトマトの水やりをして
住宅に戻ります。
このウォーキングと水やりは、雨の日以外は続けています。そのおかげでウエイトコン
トロールを継続することができています。また、ルコー朝顔もかわいい赤い花を咲かせ、
ミニトマトもかわいい黄色い花を咲かせるまで成長しました。
私たちが勉強やスポーツをする時でも同じです。たまに頑張るだけでは、なかなか上達
することはできません。上達するためには、毎日休まず続けることが大切です。「継続は
力なり」です。
そして、どういう練習をすればいいのかを考え、練習内容を工夫し
ながら努力することが大切で、この積み重ねがあってこそ、上達する
のです。
毎日元気に登校している子供たちが、勉強やスポーツを、できるま
で、あきらめずに努力し、充実感や達成感を味わえるよう教職員一同
サポートしていきたいと思います。今後とも保護者の皆様、地域の皆
様の御理解と御協力をお願いいたします。

修学旅行特別号

総集編
中学校

第 3 学年担任

●令和 4 年度修学旅行 特設ページ（SCHOOL TRIP 2022）
11 日間の修学旅行の様子をお便りの形式にしてホームページで見られるように
しています。右の QR コードを読み込み、母島小中学校のホームページにアクセ
スしてください。https://www.hahashouchu.ogasawara.ed.jp/tyuugakugyouji/
修学旅行の目標を「様々な視点から日本の歴史文化を学び伝える」と
し、事前に訪問する施設や体験について学習し、現地でその雰囲気を肌で
感じることができました。また、各教科から見方・考え方に基づくミッシ
ョンが出され、建築、歴史、文学、文化、芸術、体育など、修学旅行期間
中は様々なところにアンテナをはり、興味をもった対象をデジタルカメラ
で撮影しました。写真は 11 日間で 2000 枚を超え、少しずつ構図も上
手になり、様々なことを学んでいる様子がうかがえました。
これから、中学校総合発表会や学習発表会に向けて学びをまとめ、「伝
える」準備に入ります。これからの進路を見据え、形式を重んじた発表方
法にも慣れていかなければなりません。修学旅行をただの行事として終わ
らせず、学校生活や私生活、そしてこれからの人生を豊かにするための学
びと位置付けて、視野を広げて世界を見つめる機会にしていきます。
6月
1日
2日
3日
４日

修学旅行

体験・見学先

ははじま丸・おがさわら丸
【都内 1 日目】
サントリー美術館（葛飾北斎展）
【都内 2 日目】キャリア学習
ANA・板橋区立教育科学館・美容室ケート
【都内 3 日目】
浅草・上野・湯島・水道橋・神保町
【関西 1 日目】新幹線で京都へ

5日

天龍寺・竹林の小道・仁和寺・龍安寺・
金閣寺・北野天満宮 など
【関西 2 日目】

6日

退蔵院（座禅体験）・壽聖院（襖絵鑑賞）
班行動（二条城・清水寺・下鴨神社など）
【関西 3 日目】近鉄線で奈良へ

7日

興福寺・東大寺・奈良国立博物館・
法隆寺・薬師寺・唐招提寺

8日
9日

【関西 4 日目】新幹線で東京へ
平等院・伏見稲荷 など
【卒業遠足】
東京ディズニーシー

修学旅行に際し、保護者の皆様をはじめ、ご協

10 日

東京愛ランド・おがさわら丸

力いただいた皆さま、ありがとうございました。

11 日

ははじま丸

硫黄島訪島事業
中学校

第２学年担任

６月１８日（土）〜２０日（月）にかけて、硫黄島訪島事業に参加しました。今年度は４年ぶり
の実施であり、中学２年生から高校２年生までの多くの生徒が参加していました。
船内では、旧硫黄島島民の方から硫黄島の当時
の生活についてお話をいただきました。激戦地と
なる前の硫黄島での暮らしは、作物がよく育ち、
食の豊かな島だったそうです。また、２ヶ月に１
回来た定期便により、内地から物資が届き、凧揚

南硫黄島

北硫黄島

げなどの行事も楽しんでいたとのことでした。水
が貴重な島であり、貯水タンクにメダカを入れて衛生面を保っていたことなど、硫黄島での生活の
工夫を端々に感じさせられました。
実際に見た島々は、写真で今まで見ていた印象を遥かに超え、青々とした海にそびえ立つ壮大な
自然や地形のユニークさに圧倒される景色でした。それと同時に、この美しい地が戦地であったこ
とにも想いを巡らされました。
今年度も硫黄島に上陸することはできませんでしたが、洋上慰霊祭では、代表生徒たちが過去行
くことのできなかった先輩たちの想いも背負い、誓いの言葉と千羽鶴のお供えをしました。
このような貴重な経験をさせていただいた小笠原村の方々に感謝するとともに、硫黄島協会の方
のお話にあった「戦争はたくさん失うものがあっても、得るものは何もない」というメッセージを
強く胸に刻み、次世代へと語り継いでいきます。

母島中学校 誓いの言葉
硫黄島の学習を始める前までは、歴史の授業で日本が負けたことを知っていてアメリカの原爆という
圧倒的な兵器を前にしてすぐに降参したのだと思っていました。
戦前の硫黄島の行事について調べて、学校行事や地域行事がとても盛んで驚きました。学校行事では
運動会やスポーツイベントだと相撲やテニス、野球などを行っていてとても豊かな島だなと思いました。
そんな豊かな島が戦争に遭い、強制疎開をしなくてはならないなんてとても悲しいのだろうなと思いま
した。
硫黄島では、地下壕が張り巡らされていましたが、火山島の為、40℃以上ありとても苦しみながら戦
いました。約１か月にも及ぶ硫黄島の戦いは、1945 年３月 26 日に組織的な戦闘を終えました。
忘れてはいけないことは、戦争で苦しんだ人々が沢山いるということです。硫黄島で戦った人々はも
ちろんですが今まで硫黄島に住んでいた人は一度硫黄島を離れて、まだ硫黄島に戻れていません。授業
内で見た硫黄島についての映像では、戦っている時に、食べ物がなく炭を食べていたと言っている人も
いました。それほど過酷で苦しい戦いだったのだと思いました。アメリカ軍に降伏するように言われて
も、日本軍は上官に厳しく言われていたため出られなかったと言っていました。このことを聞いて、ど
うしようもない中、戦うしかない兵士がどれだけ苦しかったのかが分かりました。
母島の戦跡を見に行った時には、何十年も前に行われたのに大砲などが形を残したまま置いてあり、
よりここで戦争が行われていたのだと実感しました。戦跡には、水のタンクが多く置かれていました。
このことから戦争中、水がすごく大切なものだったのだと思いました。足が滑らないように道に石を置
いたり港からせめられないように大砲が港の方を向いていたり戦争の苦労も見えました。
これから戦争について後輩たちにどんどん伝えていく必要があります。このような苦しいことがもう
起きないようにしていきたいと思います。
私たちは、硫黄島や戦争の学習で「真剣に取り組み、歴史に触れて、戦争の厳しさを伝える」という
目標を果たし、同じ小笠原諸島として、この戦争のつらさを心の中に刻んで平和な世界を作り上げるた
めに、戦争に向き合う気持ちをもち続けることを誓います。
小笠原村立母島中学校生徒一同

夏休みの図書館開放

７月の生活指導

本年度の夏季休業中の母島小中学校図書館一般開

生活目標
「１学期を振り返り、目標を立てよう」

放は７月２２日（金）からとなります。
開放期間：７月 22 日（金）～８月５日（金）
８月１５日（月）～８月２５日（木）

・１学期を振り返り反省をしよう。
・夏休みの計画をしっかり立てよう。
・2 学期に向けて新たな目標を立てよう。

安全指導

（ 土、日、祝日 は 除 く）
※８月８日（月）～1２日（金）は学校閉庁日でお休みとします。

開放時間：午前９時００分～午前１２時００分

４日（月）

午後１時３０分～午後 ４時３０分

「安全に気を付けた遊び方」が重点目標です。

※上履きを御持参ください。

夏休みの前に、つりや磯遊び、海水浴、花火な

※職員に一声かけてからの御使用をお願いします。

ど、楽しい遊びの中に潜む危険性について考えさ

小学校サマースクール

せ、約束を守り、安全に行動できるように指導し
ます。

避難訓練

期間 ８月２６日（金）
・８月２９日（月）

１日（金）

登校 午前８時２５分

地震が発生した場合を想定した避難訓練を各学

時間 午前８時３０分～９時３０分

級で行います。身近な場所の危険な箇所について

小学校

考え話し合わせます。
「危険探し」の活動を通し

夏季水泳教室

て、突然の強い揺れから、瞬時に自分で命を守る

前期

判断ができることを目標に行っていきます。

登校：午後１時３０分 下校：午後３時５分

７月２１日（木）
７月２２日（金）

体育館履きの整理について

登校：午前８時 25 分 下校：午前 10 時 00 分
学校体育館の下駄箱整理を行っています。

後期

体育館の下駄箱に靴を置いている方は、

登校：午前９時 45 分 下校：午前 11 時 20 分

7 月２０日（水）までにお持ち帰りください。

※時間に余裕をもって、安全に登校するようにしてくだ

８月２６日（金）
・８月２９日（月）

なお、期限以降は、年度末まで学校倉庫に保管

さい。前期と後期で登校時間が異なります。御確認を

した後に処分いたします。

お願いいたします。

７月の主な行事予定
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面談～15 日

SC 在島～８日
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木
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金

海の日
大掃除

周辺美化

（小）クラブ参観日

６時間授業

終業式 ２時間授業 (小)読書月間終
(小)夏季プール（午後）
夏季休業日始 (小)夏季プール（午前）
図書館開放始 （小）船待展示始～8/25

（小３）乳房山校外学習㋵

８月の主な行事予定

海水泳
２５
26
27
28

木
金
土
日

(小 56)いのちの授業

29

月

海水泳㋵

30
31

火
水

朝礼（保健指導）

土曜授業(３時間授業)

(小)委員会

図書館開放終
（小）船待展示終
(小)サマースクール・夏季プール

夏季休業日終
(小)サマースクール・夏季プール
始業式 ２時間授業 (小)発育測定

