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      未来に花を咲かせる  

                                      

平成 30 年度が始まりました。第 17 代 横倉 久 校長は、大塚ろう学校で   

5 年間の勤務を終え御勇退され、後任として朝日滋也（あさひしげや）が 4 月    

1 日、着任いたしました。どうぞよろしくお願い申し上げます。         校長 朝日 滋也 

 

 昨年度までは、都立永福学園の校長をしておりましたので、永福分教室の皆さんが元気に通い、

様々な活動をしているところを時折見させていただいておりました。また、平成 28 年 10 月の創立

90 周年及び 4 キャンパス開設 10 周年の記念式典にも参加させていただきました。大塚ろう学校の

歴史と伝統、また地域や保護者の皆様が本校教育に寄せる熱い思いを感じてきましたので、大変身

の引き締まる思いです。 

 

 平成 30 年度は、4 キャンパス合わせて、幼稚部 69 名、小学部 125 名、計 194 名の幼児・児童の

在籍でスタートします。4 月 9 日には小学部 1 年生が、10 日は幼稚部の 1 年生が入学し、活気あふ

れる学校生活が始まります。本校、城東、城南、永福各分教室で学ぶ幼児・児童が充実した学校生

活を送ることができるよう、校長として誠心誠意努めてまいります。 

 

 子供は、一人一人、宝箱をもって生まれてきました。一人一人が素晴らしい宝物をもっています。 

大塚ろう学校に入り、たくさんの人と出会い、たくさんの経験をとおして学び、宝物が磨かれます。

仲間が増えれば、宝の種類も増えていきます。 

 新年度が始まるにあたり、一人一人が目標をもつことでしょう。その目標を達成するために、新

しいことにチャレンジすることと思います。100 歳を超えても現役の医師として活躍された日野原

重明先生は、「何か始めるということは、未来に花を咲かせるということ」という言葉を残してい

ます。それぞれの学年で学ぶこと、今年出会った仲間たちと過ごす日々、それら一つ一つを大切に

していけば、きっと未来に大きくきれいな花が咲くことと思います。 

 

 大塚ろう学校で学ぶ全ての子供たちが、この一年を健康で安全に過ごし、豊かな学びを深められ

ますことを、心から願っております。始業式や入学式での出会いが楽しみです。これから一人一人

お名前とお顔を覚え、コミュニケーションができるようにしたいと思いますので、この一年間、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

OHTSUKA 

今月号の内容 

校長より      ・・表紙  

本校、分教室の様子 

経営企画室から  ・・・・２ 

教職員の異動について・・・３ 

４月の予定  ・・・・・・４ 
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大塚本校 
平成３０年度は、幼稚部１年生に１４名、小学部１年生に 

１３名の新入生を迎え、幼稚部３１名、小学部８２名 

計１１３名でスタートします。 

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

城東分教室 
 平成２８年９月、ピカピカの新校舎での生活が始まりました。 

昨年度は新しい運動場も完成し、校庭での遊びや体育もスター

トしました！ 

今年度は、りす組に４名、うさぎ組に１名、小学部１年生に

４名の新しいお友達を迎えました。幼稚部１８名、小学部１９

名、下町っ子のパワー全開、仲良く元気に頑張ります！ 

 今年度もどうぞよろしくお願いします。 

 

城南分教室  
 平成３０年度はりす組に２名のお友達を迎え、幼稚部５名で 

スタートです。ひよこ組の赤ちゃんたちもたくさん増え、毎日 

０歳児～５歳児の子供たちのにぎやかな声であふれています。 

自然豊かな環境の城南分教室で伸び伸び育ってほしいと思います。 

今年度もどうぞよろしくお願いします。 

 

永福分教室  
神田川沿いの新緑がまぶしい季節となりました。平成３０年

度は幼稚部りす組に４名、らいおん組に２名、うさぎ組に１名

を迎えて計１５名、小学部１年生に４名を迎えて計２４名、総

勢３９名でスタートします。新しいお友達や先生方と力を合わ

せて、元気いっぱい笑顔いっぱいの 1 年間にしたいと思います。 

今年度もどうぞよろしくお願いします。 

 

経営企画室 
平成３０年度もよろしくお願いいたします。就学奨励の受給にかかる(変更)申請書・

交通調書・マイナンバー申請書類は、必ず期限内に担任の先生に提出していただけるよ

う御用意ください。また、学校徴収金引落しが４月２日にできなかった場合は 1６日が再

引落し日です。口座に準備をお願いします。  
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平成３０年度 教職員の異動等について 

   【昇 任】 

副校長      斉藤 政行  (校 長・都立水元特別支援学校へ） 

主幹教諭     島田 静香  (副校長・都立王子地区特別支援学校（仮称）へ） 

主任教諭     香丸 純子  (主幹教諭） 

主任教諭     谷口 真由美 (主幹教諭） 

主任教諭     海老澤 里恵 (主幹教諭） 

教諭       會森 謙市郎 (主任教諭） 

教諭       笹野 泰賢  (主任教諭） 

教諭       鈴木 恵美  (主任教諭）※小学部担当 

教諭       杉本 和   (主任教諭） 

教諭       竹内 茜子  (主任教諭・産休） 

教諭         森田 輝洋  (主任教諭・都立久我山青光学園へ） 

【退 職】  

統括校長   横倉 久  （国立特別支援教育総合研究所上席総括研究員へ） 

経営企画室長  石川 孝雄 （再任用経営企画室長 都立大泉特別支援学校へ） 

     主任教諭       北坊 しおり  （再任用主任教諭 大塚ろう学校永福分教室継続） 

教諭       岩野 広明  （新潟県長岡市立長岡総合特別支援学校へ） 

   【転 出】 

主幹教諭   中澤 博美 （都立立川ろう学校へ） 

主任教諭   石塚 篤史 （新宿区立花園小学校へ） 

主任教諭   林  朋子 （都立立川ろう学校へ） 

主任教諭   小出 喜美子（小平市立第二小学校へ） 

主任教諭   青山 薫  （都立志村学園へ） 

教諭     内田 奈緒子（都立葛飾ろう学校へ） 

教諭     齋藤 めぐみ（大田区立北糀谷小学校へ） 

教諭     石川 阿  （都立葛飾ろう学校へ） 

教諭     堤  真理奈（都立立川ろう学校へ） 

      技能主事      植松 香織里 (都立北特別支援学校へ) 

【転 入】 

     統括校長    朝日 滋也 （都立永福学園より） 

副校長    戸石 泉  （都立葛飾ろう学校より） 

経営企画室長 棚澤 寿夫 （都立中野特別支援学校より） 

     主任教諭   堺    裕美  （練馬区立旭丘小学校より） 

教諭     鈴木 恵美 （都立立川ろう学校より）※自立活動担当 

教諭     薤沢 智恵 （都立多摩桜の丘学園より） 

       教諭     関  悠  （都立墨田特別支援学校より） 

教諭     菊地 晃代 （都立高島特別支援学校より） 

教諭     鈴木 友生花（都立七生特別支援学校より） 

教諭     原田 有沙子（都立石神井特別支援学校より） 

      教諭     渡邉 咲紀 （大田区立開桜小学校より） 

     教諭     小俣 えりか（臨時的任用 都立北特別支援学校より） 

     教諭     鶴田 佳菜子（臨時的任用 都立立川ろう学校より） 

     技能主事      山口 夢洋  （都立光明学園より） 

   【新規採用】 

教諭     小原 千枝       

教諭     多田 大祐      

教諭     櫻井 小春      

教諭     大内 真梨奈    

【育児休業復帰】 

猪狩 宏美  金田 愛   吉田 彩姫  信田 房代    

 【任期満了】  

      箭内 秀平  山口 大地  濱田 香織  斎宮 寛子 
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日 曜日 本校 永福分教室 城東分教室 城南分教室 

６ 金 
始業式 給食なし 

安全指導日 
始業式 給食なし 

始業式 給食なし 

集団下校 
始業式 給食なし 

７ 土     

８ 日     

９ 月 
入学式（小） 

給食開始（小） 

入学式（小） 

給食開始（小） 

入学式（小） 

給食開始（小） 
 

10 火 
入学式（幼） 

短縮授業（小） 

入学式（幼） 

短縮授業（小） 

入学式（幼） 

短縮授業（小） 

対面式（小） 

入学式（幼） 

11 水 

給食開始（幼 2，3） 

定期健康診断開始 

全体保護者会（小）身体計

測（小高）短縮授業（小） 

安全指導日  

短縮授業(小) 

内科検診（小） 

給食開始（幼） 

児童朝会（小） 

短縮授業（小） 

 

12 木 
オリエンテーション（乳

相）健康相談 新入生歓迎

会（小）短縮授業（小） 

短縮授業（小） 

はじめの会（ひよこ） 
短縮授業（小） 

安全指導日 

避難訓練 

13 金 
身体計測（小低） 

クラブ（小高） 
新入生歓迎会（幼） 新入生歓迎会（幼） こいのぼり上げ 

14 土     

15 日     

16 月 
安全指導日・安全点検日 

小学部朝会 

新入生歓迎会（幼） 

  
幼稚部全体保護者会 

新入生歓迎会 

17 火 

ブルーム・リオン来校日 

全体保護者会（幼） 

全国学力・学習状況調査（小 6）

尿検査  

全国学力・学習状況調査（小６） 

心電図検査（小１、該当者） 

尿検査１次 

全国学力・学習状況調査（小６） 
身体計測 

18 水 尿検査 木曜時程（小）  

尿検査１次 

そらまめタイム（小） 

学年保護者会（幼） 

手話勉強会 

19 木 
避難訓練 水曜時程（小） 

内科検診（小） 
全体保護者会 クラブ活動（小４～６） 

こ

内科検診 

20 金   新入生歓迎遠足（小） 図書館お話会 

21 土 
土曜学習教室 

大塚クラブ 
   

22 日     

23 月 ２８日の振替休業日 

避難訓練 視力検査（小２

～６） 尿検査一次 身体

計測 

視力検査（幼２～小６） 

身体計測 
 

24 火 理研来校日 
耳鼻科検診 

尿検査一次 
避難訓練 尿検査一次 

25 水 
離任式 

視力検査（小高） 
 

離任式 

全体保護者会 

お話し会（小） 

誕生会 

尿検査一次 

リオン来校日 

26 木 
視力検査（小低） 

誕生会(幼) 
離任式 委員会（小３～６） 離任式 

27 金 委員会（小高）  

お弁当散歩（幼） 

遠足予備日（小） 

朝の読み聞かせ（小） 

 

28 土 
休日参観日 

月曜授業（小） 
   

29 日 昭和の日 

30 月 振替休日 

４月の行事予定 


