
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「入学・進級おめでとうございます！」 
校長 髙橋 健志 

利島に赴任して、３度目の春になりました。学校は春休みに入り、暖かく穏やかな日が続きました。そして、４月１日

には、新しく１０人の教職員を迎えることができました。昨年の４月１日は、雨と強風の中、高速船が利島に就航できず

新島まで行き、渡浮根港から、新島村教育委員会が用意してくださった車で大移動し、新島港のさるびあ丸に乗って利島

に上陸するという、かつて例のない赴任の仕方でした。昨年度着任の先生方に聞くと、それも良い思い出！とのことです

が、今年は晴天の中、良い思い出に包まれました。今年度も教職員一同力を合わせて教育活動の充実に取り組んでまいり

ます。「よく考え、進んで学ぶ人」「思いやりのある、心豊かな人」「元気に、たくましく生きる人」の実現を目指し、教育

目標である「自立」に向けて、昨年度までと変わらぬご理解とご支援をよろしくお願いいたします。 

さて、令和３年度、始業式の日、子供たちは、それぞれ進級する学年への希望や期待を胸に秘め、新しい気持ちでこの

日を迎えたことと思います。また、新１年生の保護者の皆様、お子様のご入学、心からお慶び申し上げます。 

利島小中学校では、義務教育９年間の大事な時期に、子供たちをお預かりしているわけですが、私は、立派に成長して

いる小中学生のことを誇らしく思っています。そして立派に成長し続ける子供たちに、「這えば立て、立てば歩めの親心」

という気持ちをもっています。 

産まれてすぐは自分で動けなかった（好きなところへ行けなかった）赤ちゃんも、次第に成長し、這うことができるよ

うになります。すると親はとても嬉しく、次は早く立てるようになってほしいと願い、そして立てるようになったら、今

度は歩く姿を早く見たいと思うようになります。この言葉は我が子の成長を願う親の心を表しています。私は、小中学生

が一つの目標を達成したとき、あるいは一つの行事や取組を成功させたとき、一緒にいてとても嬉しく思い、また頼もし

く感じていました。同時に次の勉強、次の行事にも全力で頑張れ、と声援を送っていました。子供たちはその度に私たち

の期待に応えてくれ、立派に成長した姿を保護者にも地域の方々にも、そして先生たちにも見せてくれました。 

入学、そして進級した皆さんたちのさらに成長していく姿を、私たちは毎日、目の前で見て、感じることができること

を嬉しく思っています。保護者や地域の皆さんが、いつでも子供たち一人一人のことを見守り、応援してくださっている

ことをありがたく思っています。子供たちには、この令和３年度の１年間を、自分自身の存在と自分の生き方に自信をも

ち、自分で選んだ道を全力で進んでいってほしいと願っています。 

新学期がスタートし、一人一人が早く新しい環境に慣れ、安全に楽しく、そして規律ある学校生活が過ごせるように指

導を重ねてまいります。ご家庭でのご協力、そして地域の皆様の見守りも、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

ｓ 

 

    

  

東京都利島村立利島小中学校 ☎04992-(9)-0021 FAX 04992-(9)-0024 アドレス toshisc@d1.dion.ne.jp 

教育目標 

 

令和３年４月６日                            発行／利島村立利島小中学校 

４月の生活目標 ４月の保健目標 

身支度・手洗いをし 

清潔に食事の準備をしよう 
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学校生活を送ろう 

自分のからだの 

ようすを知ろう 
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小学校副校長 井上 智勝 

 

令和２年度は、「新型コロナウィルス感染症」に立ち向かいながらの学校生活でした。卒業式も例年とは違う形

になりながらも練習を重ね、最後の最後まで努力を重ねて式に挑みました。 

利島小学校校を巣立つ７人の卒業生、利島中学校を巣立つ３人の卒業生は大変立派な態度で式に臨みました。

特に卒業と同時に島を離れる卒業生たちにとって、式はまさに別れの儀式。きっと心は複雑な思いでいっぱいだ

ったことでしょう。しかし最後まで式を努めようと涙をこらえ、前を向く姿がありました。その姿に「感謝」や

「決意」、「覚悟」といった想いを感じました。 

 ６年間、または９年間を過ごした学び舎は、気心の知れた友や先生方がいます。地域には幼い頃から声をか

け、目をかけ、お世話してくださった方々がいます。そのような場から離れることは不安も多いことでしょう。

しかし、その不安を打ち消すためには、小さな事でも一つ一つ全力で立ち向かうしかないのです。よく考える

と、「コロナ禍」でいろいろなことがいつもと違う中でも、一つ一つ全力で取り組んできたではありませんか。つ

まり、この１年間行ってきたことと、何ら変わりはありません。新たな場所でも一生懸命になって取り組むこと

で、新たな場所も「自分の場所」に変化していくのではないでしょうか。 

 この利島で培ってきた力を思う存分発揮してください。出し惜しみせず、全力でいきましょう。それがあなた

の力になり、経験となり、自信になります。 

 

 我々はこの利島から全力で応援しています。 

「ご卒業おめでとう！頑張れ利島っ子！いつまでも、いつまでも応援しています！」 
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離任者紹介 
令和３年３月末を以て、利島小中学校の教職員が利島を離れることとなりました。本号にて離任者を紹介

するとともに、離任の言葉を掲載します。 

離任者挨拶（小学校の先生方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離任者挨拶（中学校、事務職員、ＡＬＴの先生方） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主任教諭 根本 季絵（狛江市立狛江第一小学校へ） 

とっても濃くて、あっという間の４年間でした。

しんせつで温かい村民の皆様と、可愛い子供たちと

の出会いに、感謝です。また、たくさんのご支援や

ご声援をいただいたことに、感謝です。らい年も、

再来年も、ずっとずっとその先も、利島小中学校と、

利島の皆様のことを想っています。ぶち（とても）、

ありがとうございました！ 

教諭 渡部 亮（府中市立第十小学校へ） 

 利島での教員生活も早３年を過ぎました。思い返

してみるとあっという間の３年間でした。１年目、

２年目は算数、理科、図画工作を担当させてもらい

多くの学年の多くの子供たちと関わることができ、

３年目には元気な４年生２人を担当させていただ

き、とても楽しい日々を過ごすことができました。

本当にありがとうございました。 

 

 

教諭 入澤 宏 

 半年間本当にお世話になりました。利島小中学校

の子供たちのために何ができるか、と急遽来島しま

した。もっと広い心で教育する姿勢を利島の子供た

ちから教えられました。これからまた、東京都豊島

区、栃木県佐野市で、毎日楽しく過ごしていきたい

と考えています。利島小中学校のみなさん、利島村

の皆様、今までありがとうございました。 

 

教諭 尾形 陽香（山形県 新庄市立日新小学校へ）  

 ３年前、初のヘリコプターにドキドキしながら搭

乗し、利島に赴任したことを昨日のように覚えてい

ます。クラスの子の「将来、ぼくは利島に帰ってき

ます。」の一言を聞き、「地元っていいな。」と改めて

感じ、この度地元の山形県へ帰ることを決めまし

た。これからも、利島で学んだ、人の温かさ、繋が

り、深さを大切にしていきます。本当に本当にあり

がとうございました。 

副校長 新野 健太郎（東大和市立第三中学校へ） 

３年間、大変お世話になりました。利島赴任の日、

上空から島を初めて見た時、なんて小さいんだろ

う、と驚いたことを今でも鮮明に覚えています。け

れど、今、島を離れた時、人と自然のなんて懐の深

い、大きな島だったんだろうと、しみじみ思います。

この島で経験したことを、今後の人生に必ずや生か

していきます。本当にありがとうございました。 

主任教諭 松葉 祐輝（上海日本人学校浦東校へ） 

赴任の朝にさるびあ丸から見た利島の雄大さが

今、ひしひしと思い出されます。島を歩くと至ると

ころに残る思い出。でも、一番のそれは、子供たち

や保護者、村民の方々の笑顔です。そんな村民の中

にたった４年間ですが、私も加えていただけたでし

ょうか。利島の発展と村民の皆様のご活躍を、遠く

異国の地から祈念いたします。 

事務職員 小林 隆平（神津島村立神津小学校へ） 

この度、公募で神津島に赴任することになりまし

た。もっと利島小中学校の子供たちのために働きた

い気持ちもありますが、この一年間の経験を糧に、

広く伊豆諸島の一員として頑張って参りたいと思

います。利島村の皆様にはよくして頂き、本当にあ

りがとうございました。近くの島におりますので、

今後とも宜しくお願い致します。 

教諭 松村 健太（港区立高松中学校へ） 

あっという間の３年間、思い浮かぶのは子供たち

との楽しい思い出ばかりです。運動会では、必死に

声を出し、一体感のある応援を創り上げましたね。

文化祭では、セリフを覚えるだけでも大変な中、練

習を繰り返しながら、見る人を感動させる劇に仕上

げることができていました。頑張り屋の児童・生徒

たちや、保護者や島の皆様と関われたことは、私に

とってかけがえのない時間となりました。ありがと

うございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６送会担当 入澤 宏 

３月４日に６年生を送る会が行われました。今年のスローガンは、「６年生を楽しませる会にして、全員で楽しく

送り出そう」でした。事前に開かれた子ども会議では、４・５年生を中心にプレゼントや遊びを決めました。 

本番では、６年生が楽しめるように各学年の心温まる出し物が披露されました。的あてゲーム、なぞなぞ、だれ

でしょうクイズ、ものまねショーなど６年生だけでなく、見ている人全員が楽しめる出し物ばかりでした。そして、

スポーツ鬼ごっこは、参加した全員が本気で楽しみ、とても盛り上がりました。また、６年生からのお礼の出し物で

は、心洗われるメッセージを披露してくれました。 

出し物だけでなく、入場、はじめの言葉、アーチ、プログラム、くす

玉、ゲームの企画進行など、各学年が６年生の事を考えて準備しまし

た。プログラムの最後の６年生の退場では、嬉しそうな顔でアーチを

くぐる６年生の顔が印象的でした。スローガン通りに、６年生に「あ

りがとうの気持ち」を伝えられ、楽しく笑顔でお別れすることができ

たと思います。これからも、明るく元気で、やるときはやる中学生７

人になってほしいと思います。これからの活躍を期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

教諭 松田 健志（江東区立第三亀戸中学校へ） 

３年間という短い間でしたがお世話になりました。赴任したころの記憶が昨日のことのように思い出されま

す。島に来て一番印象に残っていることは「島に英語なんて必要ですか、今は翻訳機能を使えば必要ないです

よ。」というある生徒との会話です。この時、私は英語の重要性を教える気持ちに火が付きました。皆さんは英

語を学ぶ意味や楽しさを感じてくれたでしょうか。島でもどこでも翻訳機なしで話せるとかっこいいですよ。 

ＡＬＴ リアン 

To my dearest people of Toshima Island, 

Here is my wholehearted respect, love and appreciation to all of you. I am grateful for your kindness 

and all-out support. My Toshima life wouldn’t be worthwhile if it weren’t for you. It has been two years. 

Time has passed in the blink of an eye.  It is quite short but it is certainly filled with wonderful 

experiences and memories. You made me feel valued, empowered and cherished. The children of this island 

are very fortunate to grow up in a warm and humble community. Every one of you makes it even more 

special. This place truly became my home away from home. Thank you very much. I will always be rooting 

for all of you. Looking forward to seeing all your beautiful smiles again in the future.  Wishing you good 

health and happy days ahead. Kudos!                     Yours truly,  Ms. Liane 


