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心身充実の秋をしっかり 
  

今年の夏は，全国的に天候不順が続きました。 

８月の東京は連日雨…４０年ぶり，歴代２位の長さになるそうです。各地の日照時

間は平年比で，北海道で２７％，東北で３９％，関東甲信で５２％，東海で６４％。

近畿から九州にかけても，日照時間は１０～２０％ほど短くなっているとの驚きの報 校長 横倉 久 

告がありました。とはいえ，季節は確実にすすみ，校庭を吹き抜ける風や朝夕の虫たちの鳴き声に，少しず

つ秋の訪れを感じるようになってきました。               

４２日間の夏休みが終わり，学校に子どもたち１９１名の元気な姿が戻ってきました。この夏休み期間中，

大きな事故やけがもなく，お陰さまで本日無事に「はじめの会」を迎えることができました。保護者及び関

係機関の皆様方のご支援，ご協力に厚く御礼申し上げます。 

子どもたちは，この夏休みをどう過ごしたのでしょうか。家族との旅行，スポーツや文化行事，地域活動，

お手伝いなど様々な体験を重ね，楽しい思い出を作ったことでしょう。普段と違うことに思い切って挑戦で

きるのも夏休みの良さです。思わぬ失敗に成功，いずれにせよ，その挑戦は，これからの自分の世界を広げ，

生きるエネルギーの糧になるものです。 

９月は，こうした体験を積んだ子どもたちが頼もしくなって帰ってきます。蓄えたエネルギーをどう育ん

でいくかは，学校や教員の役割です。これから各教科の学習，運動会，文化祭等の行事などの授業や活動が

続きます。日々の授業や活動の中に，子どもたちが自分の長所や個性を発揮できる場を準備し，個々の特性

を伸ばしていく環境を整えていきたいと思います。 

学期当初に気を付けたいのは「生活リズムの乱れ」をただすことです。夜更かし，朝寝坊が癖になってし

まっている子どもも多いのではないでしょうか。さあ，気持ちを引き締めて新学期を迎えましょう。私たち

の生活は，２，３０年前に比べるとずいぶんと夜型になってしまいました。２４時間営業のコンビニがその

象徴でしょう。大人の生活の変化が子どもたちをも巻き込んでいるとの指摘もあります。文部科学省が公表

しているデータでは，夜１０時以降に寝る子どもの割合は，この２０年間で２倍以上増えたということです。 

「生活のリズムの乱れ」をただすためには，朝食をしっかり取ることが大切だといわれています。朝食を

規則正しく取る子どもは，食べない子どもよりも学力や体力の定着度が高いとの調査もあります。夜型で朝

食抜きの不規則な生活は，遅刻や体調不良による欠席にもつながります。われわれ大人を含めて「正しい食

習慣」は，心と身体の「基礎」であることを肝に銘じたいと思います。 

一方，長い休み明けは子どもたちの内面が揺れやすい時期でもあります。どんな小さな子どもたちの変化

も見逃さないよう，教職員挙げて子どもたちとじっくり向かい合っていく所存です。秋は，夏休みの体験を

抱え込んだ子どもたちの成長が著しい時期です。子どもたちにとって，学校生活が豊かで実り多いものにな

るよう努力してまいりたいと存じます。 

保護者の皆様方の一層のご支援とご協力をお願いいたします。 
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大塚本校 ～小高移動教室～  

6 月 28～30 日、山梨県のキープ自然学校で 2 泊 3 日を過ごしてきました。天候も心配されまし

たが現地では晴れ、全ての活動を予定通り行うことができました。今年度は２年ぶりに酪農体験を

行い、集牧や牛のえさやり、乳搾りの体験を通して牛と触れ合いました。夜のキャンプファイヤー

では、６年生の考えたゲームやダンスで大いに盛り上がりました。炎に誓いの言葉を述べる６年生

の姿もとても立派でした。 

3日間、普段とは異なる環境で過ごしながら子どもたちも少し成長することができたようです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

城東分教室 小学部～ミュージックワークショップ～ 

7月 6日に、アーツカウンシル東京より講師をお招きして、ミュージックワークショップ「カラ

ダ・オト・ウタウ」を体験しました。今年で 2回目となるこのワークショップでは、昨年度よりも

さらに盛り上がり、からだ全体を使って音楽を楽しみました。スタッフが考えたリズムをまねたり、

道具を使って拍を感じて楽しんだり、ボディーパーカッションを自分たちで考えたりしました。子

供たちは、笑顔全開で活動を楽しんでいました。スタッフのみなさんも、手話を覚えてきてくれた

ので子供たちも積極的に関わることができました。 
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城南分教室  幼稚部～プール＆流しそうめん～  

 ７月は暑い日が多く、たくさんプールに入りました。学校の広いプールで思いきり泳ぐと気持ち

がいいです。顔を水につけて輪くぐりをしたり、プールに沈んでいる貝や魚をひろったりしました。

みんなで浮き輪をつけてつながり、スピードを出してプールを進むのも楽しんでいました。 

７月 25 日の夏祭りでは、

流しそうめんをしました。上から流れてくるそうめんを一生懸命にすくっていました。暑い夏に食

べる流しそうめんは、ひときわおいしかったようで何度もチャレンジしていました。たくさん食べ

ておなかいっぱいになりました。 

 

永福分教室 幼稚部～夏祭りをしたよ～ 

 7月 19日（金）に、幼稚部の夏祭りをしました。今年のお店は、「さかなつり」、「ぼーりんぐ」、

「わたがし」の３つ。 

 らいおん組とこあら組はお店の人になり、ゲームのルール説明を頑張りました。りす組は、お客

さんとして夏祭りを楽しみました。 

 お店やさんごっこの後は、アンパンマン音頭をみんなで踊ったり、すいか割りをしたりしました。 

目隠ししながらも上手にすいかをポンとたたくことができました。最後は 3年生が力を合わせてす

いかを割り、みんなでおいしくいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営企画室より 

９月以降も、引き続き学校徴収金の引落しがあります。毎月 1日、土日祝日の場合は、それ以降

の最初の平日に引落しとなります。９月に関しては 1日に引落しになりますが、残高不足等の理由

により、引落しができなかった場合は、15日に再引落しとなります。8月に引落しがされなかった

場合も合わせて引き落としとなりますのでご注意ください。 

なお、引落しの際に 1回につき１０円の手数料も口座から徴収されますのでご注意ください。 
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日 曜日 本校 永福分教室 城東分教室 城南分教室 

１ 金 
はじめの会  

短縮授業(小) 

はじめの会(幼） 

短縮授業（小） 

はじめの会 児童朝会 

安全指導日 短縮授業（小） 
はじめの会 

２ 土  
   

３ 日     

４ 月 
引き渡し訓練 

小学部朝会 
給食開始（幼） 

総合防災訓練 給食開始（幼） 

朝会(小） 
しゅわえもん読み聞かせ(幼） 

引き渡し訓練 

給食開始（幼） 

引き渡し訓練 

給食開始 

５ 火 
学年保護者会(小６) 

身体計測(小高) 
安全指導日 リオン（一斉点検）  水道キャラバン（小４） 安全指導日 

６ 水  
委員会（小高）  
 夏休み作品展～15日  縦割り班集会（小） 身体計測 

７ 木 

８月の誕生会(幼) 

東京都ろう学校総合体育大会

(小６) 

身体計測(小低) 

理研一斉点検  
東京都ろう学校総合体育大会
（小６） 

リオン一斉点検（幼、小１～４） 

朝集会（小）ひよこ手話 

東京都ろう学校総合体育大会

（小６） 

なしもぎ遠足 

８ 金 クラブ  
プール納め(幼）  

プール発表会（小） 

避難訓練 

水泳指導終（小） 

宿泊防災訓練（小６） 

プール納め 

９ 土   土曜学習教室  

10 日     

11 月 
教育実習(～29日) 

小学部朝会 

教育実習（～29日） 

水泳指導終了（小） 

教育実習（～２９日） リオン 

12 火  保育園交流(幼２・３）   

13 水 
参観日 水道キャラバン(小 4)

身体計測(幼) 
参観日  クラブ(小高）  

参観日  

６時間授業（小高） 

参観日 

誕生会 

14 木 
個別面談週間・特別時程(小～

10月５日) 
ブルーム一斉点検  SSW 

理研一斉点検  ひよこ講演会 
８，９月誕生会（幼） 

本の読み聞かせ（小） 

 

15 金 
水泳指導終了(幼) 

運動会係会(小高) 

運動会幼小合同練習 

交流社会科見学（小３）  
 六郷保育園との交流 

16 土  
 

  

17 日     

18 月 敬老の日 

19 火 
月曜授業（小） 

リケン一斉点検 
 ブルーム一斉点検 

朝集会（小） 
 

20 水 運動会予行練習 

21 木 ブルーム一斉点検  ひよこ手話 保護者勉強会 

22 金 合同社会科見学（小６） 合同社会科見学（小６） 合同社会科見学（小６）  

23 土 秋分の日 

24 日     

25 月  
合同避難訓練 個人面談週間 

（～10/6：小） 
手話講習会 

26 火 
リオン一斉点検  

９月誕生会(幼) 

SSW 
児童会役員選挙（小）  

27 水   
ダンスを見合う会 

お話会（小） 

委員会活動（小） 

 

28 木   クラブ（小）  

29 金 
運動会前日準備 

運動会係会(小高) 
幼小合同遊び  教育実習（終） 

立川ろう学校中学部説明会 

（小６） 
 

30 土 運動会 

31 日     

＊SSW:スクールソーシャルワーカー（東京都聴覚障害者自立支援センター） 

＊SSW:スクールソーシャルワーカー（東京都聴覚障害者自立支援センター） 


