
 

 

 

 

 

 

 

Accountability と Informed Consent 
校長 生田目 将 

 緊急事態宣言の再延長により，6月 5 日の第１回スポーツ大会は無観客での実施になること

は残念でなりませんが，初めての大会を作り上げる喜び・達成感をわかばっ子が存分に味わえ

ることは教職員一同嬉しくてなりません。 

ご家庭では練習期間・当日の子どもたちの活躍をたくさん認めてあげてください。 

 さて，タイトルに挙げた Accountability（アカウンタビリティ）とは「人や組織が活動や権

限行使の予定，内容，結果等の報告をする必要がある」とする考えを指すそうで「説明をする

責任」と言われます。一方 Informed Consent（インフォームド・コンセント）とは医療の世

界で「医師が説明をし，同意を得ること」という意味で使われていると聞きます。私は管理職

になる前から教師として説明責任（アカウンタビリティ）を意識して子どもや保護者・地域へ

丁寧にかかわることを努力してまいりました。それでも後手に回ったと反省することが多々あ

りました。事後の報告になりがちなので，若い教員時代から，その度にいわゆる「言い訳だっ

たな」と自戒の念に駆られたものです。そこで私は，学校経営において学校と児童・保護者と

の日常的なコミュニケーションを大切にし，信頼関係を積極的に築き，Accountabilityと

Informed Consentを工夫した併用の推進をします。児童が笑顔で，「知・徳・体」を自分自

身のペースや方法により確実に身に付けていくために，一人一人にとっての教育効果の質の高

まりを目指してまいります。公教育の内容や教育のプロである我々教師はやらねばならないこ

とを法令遵守の原理のもと，教育委員会及び学校ごとの理念・方針で進めます。その上で，事

前事後の丁寧な説明を心がけ，子ども第一主義の視点で学校と児童や保護者と地域と関係諸機

関で確認し同意を得ながら進めていくことを一層努めてまいります。今後も児童にとって若葉

小がベストな教育の場となる様に Team WAKABA の皆様のご協力をお願いいたします。 

※お詫び：4月の保護者会にて，本年度の土曜授業設定の意味及び月曜日の振替休業日設定に

ついて等の説明を怠ったことお詫び申し上げます。昨年度は感染症対策の学校休業期間に生じ

た「指導時数」の確保のために，「振替なしの第 2 第 4 土曜日授業」を調布市立小学校統一で

実施いたしました。若葉小の今年度の土曜授業日設定のねらいは，一昨年度と同様の『保護

者・地域への積極的な公開』でございます。本年度は「時数確保」を目的としないため，子ど

もと教職員の健康への配慮の点で，月曜日は振替としました。昨今，保護者の皆様の就労の状

況を配慮した月曜日の振替休業の是非について検討の必要性は感じます。多くの学校が進めて

いる改善策として「授業公開・スポーツ大会・わかばステージなどを平日開催し，土曜授業日

の廃止による月曜日振替の未設定」については，検討してまいります。今後も，上記のような

学校運営上の件は，管理職への直接のお問合せや校長室喫茶への参加等でお願いいたします。 

※ご報告：毎日の更新を心掛けている，学校ホームページの閲覧に感謝いたします。おかげさ

まで，令和元年度年間閲覧数 24989 件に対し，令和３年度 4 月閲覧数は 30310 件とな

り，1 ヶ月で一昨年度 1 年間分を超えました。感染症対策により学校を公開していくことが今

後も困難な場合もありますので、HP にて学校の様子をお届けしてまいります。 
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～若葉小学校を去られた先生方からのメッセージ～ 

 

 若葉小学校は，教職生活最後の二年間を校長として務めさせていただき，生涯忘れることのない学校

となりました。校歌に込められた「愛」を具現化し，歴史と伝統の中で培われた子どもたちの礼儀正し

い挨拶は誇りでした。世界に活躍していく素晴らしい「わかばっ子」のために，温かい眼差しを注ぎ学

校に寄り添ってくださった保護者・地域の皆様，情熱を注ぎ続けた教職員の皆様には心より感謝申し上

げます。                                  

前校長  

 若葉小学校には４年間お世話になりました。若葉小学校での日々は，かけがえのない宝物です。若葉

の森の色とりどりの若葉のような子どもたちが，いつも元気でいてくれるように同じ空の下で願って

います。保護者の皆様には多大なるご支援・ご協力をいただきまして，ありがとうございました。 

前１年担任  

 令和２年度，若葉小で新たに挑戦したこと。Zoom による授業。YouTube による配信。新巻鮭を

さばくのも初めてでした。若葉図書館横での野菜の栽培。キュウリがおいしかったですね。まだまだ

大変な時代ですが，子どもたちと挑戦できたことに感謝します。ありがとうございました。 

前２年担任  

 若葉小学校の子どもたちと一緒にたくさん考えてたくさん話し合ってたくさん遊びました。保護者

の皆様にいつもあたたかく見守り支えていただけたこと，感謝の気持ちでいっぱいです。今は弱視の

通級で目の見えにくいお子さんの指導をしています。いくつになっても新しいことを学ぶのは楽しい

ことですね。これからもどんどん挑戦していきたいと思います。本当にありがとうございました。 

前３年担任  

 １年間と短い間でしたが， 

 地域，保護者の皆様に支えていただき，ありがとうございました。 

 ゴールが見えない中で， 

 いつも前を向いて乗り越える子どもたちの姿を 

 近くで見ることができ，元気をもらいました。 

 笑顔が素敵な若葉小の子どもたちのように，私も笑顔で頑張ります。 

                           前４年担任  

先日の離任式で，みなさんの元気な挨拶が聞こえてきて「若葉小の子たちは素直で元気だ。」と改

めて実感しました。若葉小学校で過ごした時間は私の宝物です。若葉小学校のみなさん，保護者・地

域のみなさん，７年間ありがとうございました。             

前６年担任  

 若葉小の皆さん，１年間でしたが大変お世話になりありがとうございました。杉並区と練馬区の２

校の小学校の先生方がとても優しく親切に対応してくださり，子どもたちと楽しく工夫した授業にと

ても喜んでくれて，若葉小の子どもたちのことをよく思い出します。笑顔で頑張ってください。 

前音楽講師  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お世話になりました 



             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表委員会      委員長  

代表委員会は，若葉小学校をよりよくするため

に，様々な視点をもって活動していきます。一人

一人の考えを尊重して，若葉小学校のみんなの学

校生活が笑顔あふれるものになるよう，みんなで

協力して考えていきます。よろしくお願いしま

す。 

音楽委員会      委員長  

音楽委員会の主な仕事は，スポーツ大会の歌

の伴奏，音楽集会の計画や歌の伴奏などです。

６年生は主に４種類の金管楽器，５年生は主に

大太鼓などの打楽器や木琴，鉄琴などで演奏し

ます。学校のみなさんが音楽で楽しめるように

精一杯頑張ります。 

 

集会委員会       委員長  

集会委員会の主な活動は，全学年が最後まで

楽しめる集会を計画することです。今年度は，き

ょうだい学年での集会を計画しています。集会

をみんなが「楽しい」と言ってくれるように，集

会委員一同全力を尽くして頑張っていきますの

で，よろしくお願いします。 

図書委員会      委員長  

図書委員会の主な仕事は，休み時間の本の貸

し出しです。スムーズに行えるように，図書委員

会は日々練習しています。また，図書室にある本

の整理や，みなさんが本に興味をもってもらえ

るようなイベントもあります。図書委員一同，み

なさんが快適に本を読める環境を整えられるよ

うに全力で頑張りますのでよろしくお願いしま

す。 

放送委員会        委員長  

放送委員会の主な仕事は，給食の時間の放送

です。例えば，祝日などに込められた願いや先生

クイズ，旬の食べ物についてなど，いろいろなこ

とを伝えていきます。さらに音楽では，ジャズピ

アノなどを放送します。みなさんを楽しませる

ような内容を，自分たちで考えていきますので，

よろしくお願いします。 

理科委員会       委員長  

 理科委員会の主な仕事は，理科室の実験器具

の準備や片付け，整理整頓，理科の先生のアシス

タント，生き物の世話です。１年間，みなさんが

楽しく理科の活動ができるように，理科室を整

えていきます。理科委員会一同，頑張ります。 

環境美化委員会      委員長  

環境美化委員会の主な仕事は，全学年，全ク

ラスの靴箱，傘立てチェックや，校庭にある花

の水やりです。昨年度になかったポスター作り

をやっていこうと思います。より皆さんが，

「整理整頓ってこんなに大事なんだな」と思っ

てもらえるように，頑張っていきます。 

保健委員会      委員長  

保健委員会は，校内の石けんの補充などを主

な仕事としています。コロナ渦において，手洗

いをきちんとすることはとても重要です。皆さ

んが衛生的で快適な学校生活を送ることができ

るように，委員一同頑張っていきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

体育委員会      委員長  

体育委員会の主な活動は，オリンピック・パラ

リンピックの競技の紹介やビブスの整理です。

ビブスの整理では，番号順に重ねて丁寧にたた

むことを心がけていきます。体育委員一同，精一

杯頑張りますのでよろしくお願いします。 

 

給食委員会       委員長  

 給食委員会では，毎日の献立を栄養黒板に書

いたり，クラスにポスターを貼ったりします。集

会などを通して，１人でも多くの人が給食に関

心をもつように呼びかけます。若葉小のみんな

に，日々給食を食べられることへの感謝の気持

ちを感じてほしいという願いを込めて活動しま

す。 

委員会紹介 

広報委員会        委員長  

広報委員会の主な仕事は，新聞の製作，掲示

板の張り替えなどを行います。今年はじめてで

きた委員会なので，全て手探りですが，精いっ

ぱいがんばりますのでよろしくお願いいたしま

す。 



６月の生活目標 「元気よくあいさつしよう」 

生活指導主任  

毎朝，校庭や廊下，教室などいろいろな場所で，「おはようございま

す。」という声がたくさん聞こえてきます。朝の子どもたちの元気な声から，

私も元気をもらっています。あいさつは人との大切なコミュニケーションの

１つです。どのように伝えるかも大切です。今月は，明るく元気に，はっき

りと声に出し（すすんで）あいさつをする，という意識をもって取り組んでい

きます。 

若葉小学校全体に，気持ちの良いあいさつが響き渡るよう，我々大人

も含め，一人一人が努力していきたいと思います。 

 

セーフティ教室のお知らせ 

生活指導主任  

近年，スマートフォンやタブレットなどの ICT機器の普及に伴い，SNSな

どでのトラブルやネット依存，ネット被害などの問題が増えてきています。 

また，調布市内でも，子どもたちが被害者としてだけでなく，加害者とな

ってしまいトラブルになっている事案が増えてきています。トラブルになる

からと ICT 機器を遠ざけるのではなく，正しい使い方を学ばせて，情報社

会に必要な ICT機器の活用力をつけさせていきたいと思います。 

今年度は，６月８日（火）に，調布警察署とドコモの方々に５・６年生の児

童を対象に，リモートでお話をしていただきます。児童が自ら安全かつ適

切な対応や防止策を考える機会となると同時に，ご家庭でも話し合い，考

えていただければと思います。 

 

水泳学習について 

体育部 教員 

今年度の水泳学習の期間は，６月２１日（月）～７月１６日（金）

です。※緊急事態宣言等の期間中は、中止となります。 

水泳は，水の中という非日常的な環境で身体を操作する運動であ

り，健康状態の把握を含め，安全に十分に配慮する必要があります。

水泳学習を安全に行うために，各ご家庭で健康管理をお願いします。 

また，耳鼻科検診の結果で治療が必要な場合はお早めに受診して

ください。爪を切ることも安全のために必要です。 

先日，水泳カード（健康観察表と兼用）を配布しました。水泳学習

のある日は，健康観察，検温をご家庭で行い，必ず保護者印を押して

ください。水泳カード（健康観察表と兼用）の記入もれ，印鑑もれ

の場合，見学となります。水泳指導が始まる前に，水着や帽子の記

名，新学年の記入，サイズなどをご確認ください。また，ミサンガ等

の体に付けた装飾品は必ず外すようにしてください。 

  

日 曜 主 な 行 事 

1 火 
あいさつ運動週間 
歯科（2年） 

2 水 
わかばスポーツ大会全
校練習 

3 木 
6年わかばスポーツ大会
係活動 
3～5年 5時間授業 

4 金 
5・6年わかばスポーツ
大会前日準備 

5 土 わかばスポーツ大会 

6 日 
わかばスポーツ大会 
予備日 

7 月 振替休業日 

8 火 
5・6年セーフティ教室 
体力テスト 
安全指導日 

9 水 体力テスト 

10 木 
心電図検査 2次 
体力テスト 
避難訓練 

11 金 体力テスト 

12 土  

13 日  

14 月 4年 5時間授業 

15 火 
歯科（1年） 
なかよしきょうだい遊
び（2・5年） 

16 水 
クラブ活動 
1～3年 4時間授業 

17 木 
なかよしきょうだい遊
び（1・6年） 

18 金 
なかよしきょうだい遊
び（3・4年） 

19 土  

20 日 
 

21 月 
水泳指導始 
4年 5時間授業 

22 火  

23 水 
クラブ活動 
1～3年 4時間授業 

24 木 2年保護者会 

25 金 4時間授業 

26 土  

27 日  

28 月 
4年保護者会 
4年 5時間授業 
6年 4組普通救命講習 

29 火 
5年保護者会 
5年 5時間授業 
6年 1組普通救命講習 

30 水 
クラブ活動 
1～3年 4時間授業 
6年 2組普通救命講習 

※下校時刻については，各学年だよりをご覧ください。 
※感染状況や緊急事態宣言等により，予定は変更になる場合もあります。
ご了承ください。 


