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「先入観」 
校長 生田目 将 

《先入観は可能を不可能にする》 

 毎朝，ニュースで活躍が報道されるメジャーリーガーの大谷翔平選手が高校時代にお世話になった監

督は，「たとえば 160キロの球を投げるというイメージがなければ，絶対にそこまでたどり着かない。

できると思うから，がんばる。途中で限界を作ると，自分の可能性を伸ばすことができない。これしか

できない。岩手出身の高校生だけでは日本一になれない。高校生だから 160キロは投げられない。そう

いう先入観をもたないことが可能性を伸ばす上で大事だと思っていましたし，今でもそう信じていま

す。高校時代の大谷選手は決して言葉数が多い方ではありませんでしたが，彼が書き残したものを振り

返って見てみると『誰もがやっていないことをやるんだ』『非常識な発想でいくんだ』，そして『道を

自分で切り拓いていくんだ』そういう強い思いがよく伝わってきます。」と話しています。 

 わかばっ子の皆さんも，先入観をもたず，自分の限界を決めず，自分で道を切り拓いていくための目

標を設定しましょう（二学期の初めのキャリアパスポートを書くときに，このことを思い出してほしい

です）。そして，現在も感染症や急速な社会の変化のなかで，いつ新たに何が起こるかは誰にも予測で

きません。誰かが悪いわけではありません。あらゆる状況を，みんなで受け入れ，乗り越えていける，

わかばっ子・若葉小関係者でありたいです。 

《アンコンシャス・バイアス：無意識の「決めつけ」「先入観」による失敗から学んだ経験》 

家庭科の授業を終え，次の授業の開始からしばらくして２人の生徒が遅れて教室へ戻ってきた。遅れ

た理由を問うても答えがない。どうして黙っているのかと少し強く言うも，黙っているので「何か言え

ないわけがあるのか?」と聞いた。２人は何も答えず，私と目を合わさず下を向いている。そしてさらに

強い口調で「理由を言って!」と言った。まさに教師のアンコンシャス・バイアスによる生徒が悪いとい

う一方的な思い込みが生んだ状況であった。そのとき突然，１人の生徒が「先生，その２人は，流し場

の床がびしょびしょに濡れているのを拭いていて遅れたのです。私も濡れていることに気付きましたが

授業に遅れると思ってそのままにしてきました。２人が怒られるなら，私の方が悪いです。」と申し出

た。私はそれを聞いた瞬間ハッとし，「そうだったか，ごめんな。」と頭を下げた。すると２人のうち

の 1人が「僕たちは拭くのが楽しくなって，少し遊び心も入りました。きれいにすることに集中してい

れば遅れなかったかもしれません。」これにも「それは，すまなかった。」とまた頭を下げた。そのと

き，私は恥ずかしさと同時に，顔が赤く火照ったのを感じた。謝罪して済むことではないとも悟った。

このときから，生徒の沈黙にはさまざまな理由があり，生徒は沈黙の理由を問われると，叱られる恐怖

心を抱き，何も言えなくなってしまうことも分かった。さらに，「指導」と思いながらも，生徒の黙り

で自分の怒りが増していくこともわかった。黙っていることを叱り，恐怖心を増大させ，心身に取り返

しのつかない傷を残すかもしれないことを学んだ。これは私が公立中学校教員 4年目になり，教師とし

ての自信もある程度もち，意気揚々としていたころの大失敗談だ。当時の教頭先生にこの報告をした

ら，「これからの仕事に生かしなさい。きっと，子どもにとって心を開きやすい先生になれます。」と

おっしゃっていただいた。私はこの言葉に救われた。幸せなことに，卒業までの 3年間，この子どもた

ちの学年で担任を務め，即，この経験を生かしていくことができた。私の「子ども第一主義」の原点と

もなった。その教頭先生のように，「厳しく冷たくない心」「温かく甘くない心」で，子どもも教職員

も応援し続けていきたい。 

 

 

 

 

 

 

若葉小だより 
N o . 4 6 6     ７月号 

令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日 

調布市立若葉小学校 

校長   生田目  将 

本校の学校だよりは SDGｓ(ESD)・GIGA スクール構想を鑑み，ペーパーレス化や校務改善等の観点

からデジタル配信のみとしております。発行日には安全・安心メールにてお知らせいたします。市内

各校や市長部局および本校関係諸機関様にもおかれましても何とぞご理解ください。 



             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表委員会             委員長 

代表委員会の主な仕事は，若葉小学校のよいと

ころや改善点を話し合い，みんながよりよい学校

生活を送れるようにすることです。 

学校の代表として，代表委員会一同全力を尽く

してがんばりますので，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

の伴奏と音楽集会の企画です。６年生は，６月か

ら金管楽器に取り組み，５年生は木琴やアコー

ディオンなどで演奏します。学校の皆さんに音

楽で楽しんでもらえるように委員一同がんばり

ます。 

集会委員会             委員長 

 集会委員会では，皆さんの学校生活がより楽

しく盛り上がるように，ゲームやクイズを考え

て，集会をします。集会委員自身も楽しみながら

考えるので，皆さんもぜひ楽しんで集会に参加

してください。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として，多くの人に知

られているのが本の貸し借りですが，他にも本

の整理や本に関わるイベントなどもしていま

す。皆さんが本に興味をもてるように，図書委員

一同全員全力でがんばりますので，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，給食の時間に放送

を流すことです。例えば，その日の記念日や，先

生たちのクイズなどを話題にして放送します。

若葉小学校の全員が，給食をより楽しめるよう

にがんばります。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，生き物の世話，理科

の実験器具の用意や片付け，整理整頓，理科の先

生の手伝いなどです。皆さんが楽しく理科の学

習ができるよう委員一同全力を尽くしてがんば

りますので，今年一年間よろしくお願いします。 

環境美化委員会           委員長 

環境美化委員会の主な仕事は，校庭などにあ

る花の水やり，校舎各所の掃除チェック，ポス

ター作成などです。皆さんが気持ちのよい学校

生活を送ることができるように委員会一同，全

力を尽くしてがんばりますので，ご協力をよろ

しくお願いします。 

保健委員会             委員長 

 保健委員会は校内のトイレットペーパーや石

鹸などの補充を主な仕事としています。コロナ

禍において，手洗いをきちんとすることは重要

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，保健委員一同，がんばって

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，体育倉庫やプール

の掃除，ビブスの整理などを行うことです。ま

た，体育集会では，短縄跳びの技の紹介をしま

す。皆さんが，運動に精一杯取り組むことができ

るように，精一杯がんばります。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，皆さんに栄養について知っ

てもらったり，給食に興味をもち，おいしく食べ

てもらったりすることを目指して活動します。

職員室の前にある栄養黒板を毎日見てくださ

い。給食委員一同，力を合わせてがんばります。

よろしくお願いします。 

委員会紹介 

広報委員会              委員長 

広報委員会の主な仕事は，学校行事や先生方

へのインタビューなどについての新聞の作成で

す。低学年から高学年まで全校児童に楽しんで

もらえるように様々な工夫をしています。これ

からも楽しんでもらえるようがんばりますの

で，よろしくお願いします。 



             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サッカークラブ                 クラブ長 

 サッカークラブの活動目標は，「学年はちがってもサッカーを

通じて楽しく仲良く交流する。」ことです。今年から活動するク

ラブですが，みんながより交流を深める活動に取り組みます。 

クラブ紹介 

屋外運動クラブ                 クラブ長 

屋外運動クラブでは，仲を深めながらいろいろな運動に挑戦

し，成長することを意識しています。明るく楽しめるようなクラ

ブにしていきたいです。 

 

卓球クラブ                   クラブ長 

卓球クラブでは，卓球に全力で取り組み，準備・片付けもみん

なで協力して行います。卓球は少ない人数で行うスポーツです

が，協力する力を育めるよう頑張ります。 

バスケットボールクラブ             クラブ長 

バスケットボールクラブでは，パスやドリブル，シュートがう

まくなることを目指し，練習や試合をしています。得意な人も苦

手な人も楽しめるような内容を計画して活動しています。 

ドッヂビークラブ                クラブ長 

 ドッヂビークラブでは，ドッヂビーでパス練習をしたり，試合

をしたりして楽しみながら活動をしています。違う学年の人と

も交流を深められるようにがんばっています。 

球技クラブ                   クラブ長 

 球技クラブでは，ドッジボールに T ボールなどボールを扱う

クラブです。ルールを変えてドラクエドッジのようなゲームを

やることもクラブの楽しみです。 

 

工作クラブ                   クラブ長 

 工作クラブのめあては「安全に，工夫して楽しく作ろう」です。

主な活動は，まが玉づくりや限られた材料を使っての工作です。

人それぞれの作品があり，見ているだけでも楽しいです。 

科学クラブ                   クラブ長 

 科学クラブでは，科学を使ったスライムづくりやゴムロケッ

トなど，工作や実験を協力しながら行っています。クラブの活動

を通し，楽しみながら科学の力を養っていけるようにします。 

バドミントンクラブ               クラブ長 

 バドミントンクラブは，ペアを他の学年の人と組み，たくさん

試合をして，交流を深めながら，みんなで協力して仲良く楽しく

活動するクラブです。 

デジタルクラブ                 クラブ長 

 iPad のアプリを使ったプログラミングの学習や，プレゼンテ

ーションの作成，動画編集などに挑戦します。みんなで協力して

楽しみながら活動していきます。 

 

まんが・イラストクラブ             クラブ長 

 マンガ・イラストクラブでは，マンガや絵を描いています。上手下手

だけではなく，見てくれた人に「面白い」と思ってもらえたら嬉しいで

す。図書館前にかざってある絵を温かい目で見てほしいです。 

おことクラブ                  クラブ長 

今年初めてできたクラブです。おことを使って，みんなで様々

な曲を演奏しています。講師の先生に教わりながら，おことを通

じてクラブメンバーの交流を深めていきたいです。 

ダンスクラブ                  クラブ長 

ダンスクラブでは，みんなで決めた曲のコピーダンスをした

り，難しいところは創作をしたりして練習しています。秋の発表

に向けて，メンバーでがんばっています。 

ボードゲームクラブ               クラブ長 

 ボードゲームクラブの活動内容は，主に将棋やオセロ，トラン

プなどで遊びます。自分がやりたい遊びをやりたい人とできる

ので楽しいです。 

折り紙クラブ                  クラブ長 

 折り紙クラブでは，他学年との交流を深めながら，グループご

とに作品作りに取り組んでいます。一年後，折り紙クラブに入っ

てよかったと思ってもらえる活動をしていきたいです。 

写真クラブ                   クラブ長 

写真クラブでは，いろいろな写真を撮って，学校のみんなに紹

介します。たくさんの写真を撮り，学校に掲示するので，ぜひ見

てください。 

手芸クラブ                   クラブ長 

 手芸クラブでは，フェルトでコースターや小物を作っていま

す。『協力しながら安全に！』を目標にして活動します。４，５，

６年生で交流しながら楽しくやっていきます。 

 

百人一首・昔遊びクラブ             クラブ長 

百人一首・昔遊びクラブは，百人一首やけん玉，お手玉，だる

ま落としなど，日本の昔ながらの遊びを学ぶクラブです。実物を

使って協力しながらみんなで楽しく活動しています。 



◎：中休み 10分 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 主 な 行 事 

１ 金 5年八ヶ岳説明会 

２ 土  

３ 日  

４ 月 
4年 5 時間授業 

委員会活動 

５ 火 2年 3～6組まちたんけん 

６ 水 全学年 4時間授業◎ 

７ 木 
避難訓練 

たてわり班活動 

4年 2，3組実篤館訪問 

８ 金 
6年生日光説明会 

2年 1，2組まちたんけん 

4年 1 組実篤館訪問 

９ 土  

10 日  

11 月 クラブ活動 

12 火  

13 水 
3年生セーフティ教室 

4年 4 組実篤館訪問 

14 木 6年 1，2組社会科見学 

15 金 
6年 3，4組社会科見学 

給食終 

40分掃除 

16 土  

17 日  

18 月 海の日 

19 火 全学年 4時間授業◎ 

20 水 
全学年 4時間授業◎ 

終業式 

水泳指導終 

21 木 
夏季休業日始 

個人面談 

22 金 個人面談 

23 土  

24 日  

25 月 個人面談 

26 火  

27 水  

28 木  

29 金  

30 土  

31 日  

子どもたちの安全で健康な生活のために 

生活指導主任 

 早いもので１学期が始まってから３か月が過ぎました。忙しい

日々の中で，プリントやファイルなど，児童の身の回りの学習用具

も増えています。それは同時に，情報が増えてきているというこ

と。身の回りが整理されないと，今の自分に何が必要か，どんなこ

とをがんばるべきかなどが分からなくなってしまいます。学習をよ

り効果的にするためにも，身の回りの整理・整頓を大切にしてほし

いと思います。 

併せて，学習用具の記名もお願いします。学校でも，引き続き声を

かけていきます。 

 

熱中症予防について                  副校長 

毎日，暑い日が続いています。学校では，暑さ指数（WBGT）を基準

に，子どもたちが安全に安心して学校生活を送れるように配慮してい

ます。体育の授業を中心に屋外での学習活動が急遽変更となることも

ありますが，ご理解くださいますようお願いいたします。 

体育の授業，屋外での学習活動，休み時間の外遊びでは，熱中症対

策としてマスクを外し，活動時の会話や間隔等を工夫しながら行って

います。登下校についても子どもたちに同様の呼び掛けをしていま

す。栄養や休養を十分に取り，毎日を元気に過ごしていきましょう。 

 

個人面談について                       教務主任 

個人面談は，学校と家庭との貴重な情報交換の時間です。ご多用の

折とは存じますが，ご来校くださいますよう，お願いいたします。 

 実施日 ７月２１日（木）～７月２９日（金） 

時 間 ８：３０～１６：４０ 

 場 所 各教室 

 内 容 学校と家庭との情報交換等 

※１人当たり２０分程度の予定です。 

※学級によって実施日や時間が異なりますので，ご注意ください。

詳しくは，学級で配布されているお知らせをご覧ください。 

 

定期健康診断を終えて 

主任養護教諭 

今年度の定期健康診断がすべて終了しました。保護者の皆様には

様々な面からご協力いただき，ありがとうございました。 

すべての結果を一覧にしたものを終業式の日にお配りします。お

子さんの健康状態をご確認いただき，日々の健康管理にお役立てく

ださい。受診の必要がある人にはお知らせを渡しています。ぜひ長

期休みを利用して受診していただけますようお願いします。 

 

落とし物展示のお知らせ 

生活指導部 

 7月 21日（木）～29日（金）までの個人面談期間中，学校保管中の

落とし物を南昇降口（正門側 2・4・5年生入口）に展示します。期間

終了後 7月 29日（金）に全て廃棄処分となりますので，保護者の皆様

は面談の際に一度ご確認ください。 


