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東京都立大塚ろう学校・学校通信 第４号 

       大塚だより 
     

平成３０年７月２日 

  校長 朝日 滋也 

学びを支える 

今年は東京地方で６月中に梅雨が明けました。観測史上初めてです。本格的な夏が到来しました。 

この間、プール開き・初泳ぎ、小２・3 年生の高尾山への移動教室、小４・５・6 年生は清里への移

動教室と、学校行事等への御協力をいただき、ありがとうございました。子供たちは、種々の経験を通

して感性を磨き、生きた言葉を身に付け、友達と協力し合う集団生活の良さを感じとっています。学校

が、魅力ある学びの場所であり、子供たちにとって楽しい居場所であるよう、努めてまいります。 

 

さて、6 月に入り大塚本校を皮切りに城東、城南、永福の各分教室も順に学校公開を進めています。

大塚本校では、保護者の皆様、本校の教育に関心のある方合わせて 326 名をお迎えし、来年度就学を迎

える 5 歳児も、オープンキャンパスでは初めて小学部の教室で机に向っての学習体験もしました。 

アンケートでは、本校教育への取組を評価していただく御意見をいただく一方で、貴重な御指摘や御

質問もいただきました。「授業の組立てに対するイメージトレーニング不足。後期の学校公開を期待す

る」といった御意見もいただきました。また、今年度から外国語活動（英語）は、小学部 3 年生から始

め、小学部 5 年生は 2 年後には教科「英語」として取り組むことになります。外国語活動は「聞く・話

す」、教科「英語」は「聞く・話す・読む・書く」まで扱いますが、ろう学校では、「聞く・話す」をど

のように教え、子供たちの学習意欲を高めるか、大きなチャレンジになります。 

 

子供たちが主体の学びのある授業を、総力上げて創り上げていくこと。校長としても重要な課題だと

考えています。本校の教員は全員が年に１回以上の研究授業に取り組みますが、夏休みには集中して授

業づくりの検討を進め、後期の学校公開ではその改善の様子をみていただけるよう、何より子供たちが

学び、成長できるような授業を日々行えるよう、努力を続けてまいります。 

 

 

＜開かれた教育課程を目指して＞ 
 
本校は、二学期制を採用していますが、夏休みに入る前に、担任から「がんばったよ こんなこと」

（小学部）、「おたより」（幼稚部）をお渡ししていました。 

今年度からは、大塚本校の小学部では、７月までの努力をたたえ夏休み中に頑張ってきてほしいこと

をまとめた「がんばり賞」として、お渡しします。幼稚部は従来どおりの「おたより」をお渡しします。

本人の成長を、どうぞ御家庭でほめていただき、有意義な夏休みをお過ごしください。 

さらに、大塚ろう学校の「教育課程」について御理解いただくために、年間指導計画の解説をお配り

するとともに、算数については六学年分の指導計画もお渡するよう準備をしています。小学部で身に付

ける学習内容について、全体の流れを御覧いただき、「今学んでいること」が「これからの学び」にど

のようにつながっていくか、お知らせしていきたいと考えています。 

・ 

 学校公開では、何人かの保護者の皆様、御家族の皆様と直接お話をさせていただき、私自身、とても

よい機会となりました。保護者の皆様には、もっとたくさんのお話を聞かせていただきたいと思ってお

ります。１０月の道徳授業地区公開講座では、授業後に、たくさんの意見交換をさせていただきたいと

計画中です。 

 

大塚ろう学校の保護者の皆様と同じ方向を向いて、子供たちの学びを支え、成長を見守っていきたい

と思います。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 
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大塚本校 幼稚部 ～水族館遠足～ 
6 月 13 日（水）に、しながわ水族館へ遠足に行きました。イルカショーでは音楽に合わせてイルカと一

緒に楽しく踊りました。イルカの高いジャンプや跳ね上がる水しぶきに大歓声が上がり、子供たちの笑顔も

はじけました。アザラシの水槽では足下や頭上を泳ぐアザラシを追いかけ海の中にいるような気持ちになっ

たり、ゆったりと泳ぐ大きなサメに目を奪われたりもしました。他にも、色とりど

りのきれいな魚に目を輝かせたり、面白い魚を探して真似をしてみたり、ガラルフ

ァの水槽に恐る恐る手を入れてみたりするなど、様々な体験をしながら水の中の世

界に興味を広げることができました。 

学校に戻ってからも、好きな魚の話をしたり、イルカやタコなどの真似をして遊

んだり、好きな魚を描いたりして楽しみました。 

 
城東分教室 小学部 ～防災教育講習会～ 

６月６日（水）に日本赤十字社の方にお越しいただき、防災教育講習会を行いました。 

地震などの災害が起きたときにどのように行動したらよいかを学んだ後、「いえまですごろく」というゲ

ームに取り組みました。手当の仕方を考えたり、緊急事態に遭遇したときの対処法などを考えたりしながら、

全員で協力してゴールを目指しました。また、身近なものを使った応急処置の方法も学びました。ストッキ

ングやバンダナを使って止血する方法を練習し、友達の腕に実際にストッキングやバンダナを巻いてあげる

ことができました。これを機に御家庭でも災害時の行動について話し合ってみてはいかがでしょうか。 

 

城南分教室  幼稚部 ～ヤゴとり～  

 ６月１日に、城南特別支援学校のプールの排水が行われるということで、みんな

でヤゴを捕まえに行きました。水の少なくなったプールには、アメンボやオタマジ

ャクシなどが泳いでいましたが、ヤゴは見えません。そこで、教員がプールに網を

入れ、底のほうをすくいました。プールサイドに網をあげると、小さなヤゴがいま

した。子供たちも「いた」と見つけて嬉しそうにしていました。 

一人ずつ指先でヤゴをつまんで、バケツに移しました。ヤゴとりは今年が初めて

のりす組の子供たちも、まったくこわがることなく、つかむことができました。捕

まえたヤゴは、教室に持ち帰り、今は水槽で育てています。夏に向けてトンボにな

るのをみんなで楽しみにしています。 
 

永福分教室 小学部 ～低学年・移動教室に向けて～ 

小学部、２・３年生は合同の移動教室で、６月２０日（水）、２１日（木）に「高尾の森 わくわくビレ

ッジ」に行ってきました。 

今年度、永福分教室は夜の交流会の担当になりました。ゲームは「どきどき伝言ゲーム」と「わくわくダ

ンボールリレー」をすることになり、ルール説明やゲームの見本を見せる練習に取り組みました。本番では、

城東分教室や本校の友達の前に立ち、元気に司会をしました。ゲームもとても盛り上がりました。 

２日目には、昨年は雨天中止となった高尾山登山も行うことができました。３年生にとっては最後のわく

わくビレッジで、良い思い出ができました。 

学びのひとこま －各キャンパスの活動から－ 

城東分教室 
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６月２７日（水）から２９日（金）、小学部４・５・６年生は、山梨県の清里に行ってきました。 

移動教室のねらいは、①みんなと仲良く助け合って生活する。②自然の中で楽しく過ごす。③体験学習

を通じて、自然を学ぶ、の３つでした。大塚本校、城東分教室、永福分教室の６７名の児童が、清里の自然

に触れ、酪農体験やほうとうづくりなどを通して、自然を学び、友情を深めてきました。 
 

一日目は、専属のレンジャー（自然案内人）に導かれて、森の探索に行きました。５年生は、卵を葉っぱ

でくるくる巻き込んだ「オトシブミ」の「ゆりかご」を見つけたり、スポンジのような森の地面を体で感じ

取ったりしながら、森の奥にある「ぬしの木」に出会うことができました。 

二日目は、朝からの本降りの雨も９時過ぎには上がり、予定通り「酪農体験」をしました。ジャージー牛

への餌やりや搾乳、大型トラクターに乗って牧場を一周する「ヘイライド」など、貴重な体験ができました。 

大塚ろう学校は、ここ数年「キープ自然学校」に宿泊しています。４、５、６年と同じ宿舎に泊まります

が、毎年違う学びを深めることができます。本校・分教室がそれぞれ考えて準備したゲームも、交流を深め

るものでした。それぞれが「一番深く学んだもの」を大切にして、これからの学校生活や、将来に生かして

ほしいものです。ぜひ、御家族でも話題にしてください。 

ｒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

防災教育の一環として、平成 29 年度から全ての都立特別支援学校で、宿泊防災訓練を実施しています。

設定は、「発災から 1 週間程度たった時期」で、避難生活を力を合わせて継続するために必要な力を、体験

的に身に付けます。7月 13日（金）・14日（土）は、永福分教室の小学部 6年生が、永福学園の就業技術科

と肢体不自由教育部門の児童・生徒合わせて 100名と、共に一晩を過ごします。非常食を食べ、教室で寝ま

すが、一緒に避難生活を送る人との交流も進めます。メールメイトの発信もありますので、永福分教室の保

護者の皆様には、御確認をお願いいたします。   
 

＜今後の予定＞    9月 14日（金）・15日（土） 城東分教室 宿泊防災訓練 

10月 12日（金）・13日（日） 大塚本校  宿泊防災訓練 

 

 

 

【就学奨励費】 学用品費等の領収書等の提出期日は７月２日（月）締め切りです。 

（未提出の方は至急御提出お願いいたします。）  

就学奨励費の支弁区分及び第１回定例払いのお知らせは決定次第お配りいたします。 

学びをつなぐ －伝統の清里 移動教室－ 

「干し草（ヘイ）」を敷いた荷馬車に乗って遠
出をすることが「ヘイライド」。ここでは大型

トラクターに引かれ、牧場を一周しました。 

搾乳体験です。搾りたてのミ

ルクの温かさを感じました。 

防災宿泊訓練 －自助・共助の精神を－ 

経営企画室からのお知らせ 
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 大塚本校 城東分教室 城南分教室 永福分教室 

１ 日     

２ 月 
安全指導日・安全点検 

小学部朝会 
安全指導日 
児童朝会（小） 

安全指導日 

身体計測 

安全指導日、児童朝会（小） 

身体計測、プール開き（小） 

３ 火 身体計測（小高） 
身体計測 

摂食指導 
保護者勉強会 

高井戸図書館読み聞かせ（さくらんぼ） 

補聴器調整日 

４ 水 
移動教室報告会(小２・３） 

身体計測（小低）、保護者会（小２） 
  

委員会（小高） 

水泳指導（小） 

発達検査（小） 

５ 木 
身体計測（幼） 

学力向上を図るための調査（小５） 

学力向上を図るための調査（小５） 

補聴器調整日 
学校公開 

歯磨き指導（小１・３以外） 

発達検査（ひよこ）、水道キャラバン（小４） 

学力向上を図るための調査（小５） 

移動教室報告会(２，３年生）、補聴器調

整日 

６ 金 

七夕会（幼）、クラブ（小高） 

ドッジボール大会（小高） 

上級学校訪問（小６） 

保育園交流（幼）、たなばた会（幼） 

上級学校訪問（小６） 
七夕会 楽器に親しむ会、発達検査（小） 

７ 土 算数検定①   

学校公開、オープンキャンパス（小） 

七夕会（幼）、１１：４０下校（幼） 

学習教室（算数検定①） 

８ 日     

９ 月 保護者会（小１・２・３年・４組） 
保育園交流（幼） 

朝集会（小） 
避難訓練 振替休業日 

10 火 

避難訓練④、セーフティ教室 

２歳児おわりの会（ひよこ） 

補聴器調整日 
  セーフティ教室 

11 水 
移動教室報告会(小高） 

一泊二日宿泊防災訓練説明会（小６） 

水遊び散歩（幼） 

補聴器調整日 
補聴器調整日 

クラブ（小高）、手話勉強会（ひょこ） 

発達検査（小） 

12 木 
１歳児おわりの会（ひよこ） 

写真プログラム（小４） 

保護者勉強会（幼） 

委員会（小３～６） 

補聴器調整日 

 
移動教室報告会（小高）    

SSW 

13 金 委員会（小高） 
セーフティ教室 
漢字検定（小） 

 
水泳指導（小）、漢字検定① 

1泊 2日宿泊防災訓練(小６） 

14 土    1泊 2日宿泊防災訓練(小６） 

15 日     

16 月 海の日    

17 火 
誕生会（幼）、保護者会（小３・４・５） 

補聴器調整日 
避難訓練  避難訓練 

18 水 
夏のお楽しみ会（ひよこ） 

小５と幼３の交流 

プールおさめ（幼） 

保護者会・報告会（小） 
お話会・城東図書館読み聞かせ（小） 

手話学習会 

水泳指導（小） 

杉の子ｻｰｸﾙ（PTA) 

保育園交流(幼２・３) 

19 木 
夏のお楽しみ会（幼） 

１３：３０下校（幼） 
クラブ（小高）  

水泳指導終了（幼）、下校１３：３０（幼） 

夏祭り（ひよこ）、補聴器調整日   

20 金 
おわりの会 給食なし（幼）１１：４０下校 

おわりの会 短縮授業（小）１３：４０下校 

おわりの会 給食なし（幼）１１：４０下校 

おわりの会 短縮授業（小）１３：４０下校 
おわりの会 給食なし 

短縮授業（小）、おわりの会（幼）、 

給食なし下校 11:40（幼） 

スギナミックス（夏祭り） 

21 土 
夏季休業日始、サンサンカーニバル 

土曜学習教室 
夏季休業日始 夏季休業日始 夏季休業日始 

22 日     

23 月 夏季水泳指導（小） 
ドッジボール教室（小５・６） 

夏季水泳指導（小） 夏季プール 夏季水泳指導（小） 

24 火 

夏季水泳指導（小）、 

夏季登校日（幼３・小低） 

ドッジボール教室（小低、小５・６） 

夏季水泳指導（小） 
夕涼み会 夏季プール 

夏季水泳指導（小） 

きこえとことばの相談会 

25 水 
夏季水泳指導（小）、夏季登校日（幼２） 

ドッジボール教室（小５・６） 
  

夏季水泳指導（小） 

きこえとことばの相談会 

26 木 
夏季水泳指導（小） 

ドッジボール教室（小５・６） 
  夏季登校日、きこえとことばの相談会 

27 金     

28 土     

29 日     

30 月 
夏季水泳指導（小） 
ドッジボール教室（小５・６） 

   

31 火 ドッジボール対抗試合（小５・６） 
   

７月の行事予定 

＊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） 


