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東京都立大塚ろう学校・学校通信 第３号 

       大塚だより 
     

平成３０年６月１日 

  校長 朝日 滋也 

見ることの大切さ 

 新年度もはや、2 か月が経ちました。入学式で集まった 194 人の本校・分教室の子供たちも、それぞ

れの学び舎で元気な学校生活を送っています。私も伝統ある都立大塚ろう学校に着任し、これまで先輩

の教職員や歴代ＰＴＡの皆様が築かれた校風と教育の深さに、日々新鮮な発見の喜びを感じています。 
 
 朝から出張で出かけるときには、幼稚部の幼児とお母様方、お父様方が地蔵通り商店街を、手話を交

えながらたくさんの会話をして歩いているところに出会います。都営三田線の巣鴨駅の改札口では、お

母様がひざまずきながら、説明をされています。電車に乗った感想を伝えているのでしょうか。学校に

行くまでに気を付けることをお話ししているのでしょうか。あらゆる機会をとおして、お子さんに状況

を伝え、文脈に沿った生きた言葉を伝えようとする保護者の姿勢に、頭が下がる思いがしました。 

 最近では、すれ違う私の顔を見付けて、お母様方に「校長先生だ」と教えてくれる機会も増えました。 

本校の幼児・児童は、「よく見ているなあ」と感心させられます。 
 
 ろう学校の教育では、対話の始めには話し手を見ることを大切にしています。特に幼稚部では「見て」

と注意を引きながら、大事なことを話します。小学部も、発表や話し合い活動では、話し手を「見る」

ことが学習の基本です。きちんと見たうえで話を聞き、手話や指文字を理解することの積み重ねが、概

念を育て、豊かな心を育てていくのだと、大塚ろう学校の子供たちの様子から、強く感じました。 
 
 物事を見るときには、「鳥の目、虫の目、魚の目」で見ることが大事だと言われます。 

 「鳥の目」とは、大空から鳥が地上を見るように、物事を高いところから見る、俯瞰（ふかん）する

ことだそうです。「虫の目」とは、複眼、つまり多角的にいろいろな角度から見ること、そして「魚の

目」とは、水の流れを見る魚のように、流れを見る、つまり時の流れを見ていくことが大事だという説

明を聞きました。私自身がとても納得できる表現でしたので、紹介させていただきました。 

 

 「時の流れを見る」ことについては、先日、本校の教育相談に長く関わっている教員から聞いた話を

紹介します。これまで関わってきた複数の子供たちから、「聞こえない大人の人に会ったことがない。

私たちは長生きできないの？」と質問を受けたことがあるそうです。聴覚障害のある成人、手話や補聴

器を使っている大人に出会う機会がほとんどないと、自分の将来がないのでは？と不安になってしまう

ようです。本人たちから聞かないと、私たち教員には気付かない大事な点だと思いました。 
 
 子供が、自分の将来像を「見る」ことはとても大切です。大塚ろう学校には、葛飾ろう学校や立川ろ

う学校のように中学部や高等部、専攻科はなく、幼稚部と小学部しかありません。 

しかしながら、大塚ろう学校には、聴覚障害のある教員も複数おります。また、外部の専門家として

日常的に手話を使っていらっしゃる聴覚障害のある方にお越しいただき、子供たちにも保護者の皆様に

も関わっていただいています。ＮＰＯ法人「大塚クラブ」の活動には、本校の卒業生を含め、多数の聴

覚障害の方がボランティアとして関わってくださっています。 
 
６月からは、大塚ろう学校はもとより、他のろう学校でも学校公開やオープンキャンパスが始まりま

す。子供たちが将来の自分像を「見て」、今をどのように生きていけばいいか「考える」機会にもなる

と考えますので、足を運ばれますことをお勧めします。 

 

さて、今月号から「大塚だより」のタイトルを変えてみました。大塚ろう学校で感じたこと、保護者

の皆様にぜひお知らせしたいことを積極的に伝えられる紙面にしていきたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 
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大塚本校 小学部～合同遠足～ 
５月１７日（木）、小学部合同遠足で、新宿御苑に行ってきました。城東分教室と永福分教室の

友達との久しぶりの再会は、「おはようございます。」と元気な挨拶から始まりました。 

小低は、学年毎に分かれて、ゲームを行いました。1年生は、初めて会う友達に緊張している様子

もありましたが、すぐに打ち解け、昼食では、仲良くお弁当を食べていました。 

小高は、移動教室のグループで交流を深めました。小高にもなると、友達のことをよく分かって

いて、会話を楽しんでいました。その後、ゲームを重ねていくにつれて、ますます高まっていく結

束力。移動教室では、さらなるまとまりを見せてくれるでしょう。 

 天気にも恵まれ、楽しい時間を過ごすことができました。子供たちは、別れの際に、再会を心待

ちにしているように手を大きく振っていました。また、楽しく遊びましょう。 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

城東分教室 ～離任式～ 

 ４月２５日（水）に離任式がありました。横倉前校長先生、石川先生、中澤先生、林先生を迎え、

昨年度までお世話になった先生方と約一か月ぶりに再会でき、嬉しそうでした。 

横倉先生は国立特別支援教育総合研究所で仕事をしていると紹介があり、それぞれが「研究・・・」

と難しそうな表情をしていました。 

石川先生は葛飾ろう学校へ異動され、「私が異動した学校はどこでしょう！」と三択のクイズが出

ました。①葛飾ろく学校、②葛飾ろう学校、③葛飾ぞう学校。自信満々に「はーい！」と手を挙げ

た幼稚部で一番多い回答は、なんと①でした！中澤先生と林先生は立川ろう学校へ異動され、立川

ろう学校のキャンパスの広さを紹介してくださいました。庭の大きさに「すごいなあ・・・」、ひよ

この先生の部屋にキッチンがあることに「えー！」と驚きの連続でした。 

お世話になった先生方に、作ったプレゼントを渡し、しっかり「ありがとう」を伝えられました。

またどこかで再会したいですね。 
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城南分教室 幼稚部～春の遠足～ 

 ５月１７日（木）に春の遠足で萩中公園に行ってきました。公園には消防車、船、機関車、路面

電車などの乗り物があり、みんなは運転手や車掌さんになりきってハンドルを回したり、スイッチ

の操作をしたりしていました。滑り台は、ロケット型のものや、大小いろいろなものがあり、たく

さん滑って遊びました。交通公園では、好きな色やキャラクターの自転車を選んで乗りました。ほ

ぼ貸し切り状態で、子供たちはスピードにのって広場を乗り回していました。でも、信号や横断歩

道の通行人がいると、ちゃんと止まって待つことができました。思う存分、自転車に乗って遊ぶこ

とができ、大満足の遠足でした。 

  

 

 

 

 

 

 

 

永福分教室 ～小学部 防災教育講演会～ 

5 月 8 日（火）、防災教育講演会で災害学習プログラムを行いました。日本赤十字社の方に来てい

ただき、災害が起こったときにどうすればよいのか、「防災すごろく」や「新聞紙を使ったスリッパ

作り」を通して、分かりやすく教えていただきました。「防災すごろく」では、すぎなみタイムのグ

ループに分かれて行いました。様々な場所や状況で災害が起こったときに、どうすればよいのかを、

すごろくを通して知ることができました。また、「新聞紙を使ったスリッパ作り」では、スリッパが

新聞紙で簡単に作ることができ、すぐに使えることが分かりました。災害について、とても分かり

やすく学ぶことができました。 

 

 

 

 

 

 

経営企画室より 

 住民税課税証明書（または非課税証明書）提出のお願いを５月下旬にお配りしました。（マイナン

バー提出済の方を含め、御提出不要の方には御案内をお配りしていません。） 

提出締切は、６月８日（金）とさせていただいています。市・区役所の状況でこの日に間に合わ

ないこともあります。（証明書発行開始日は、各区・市役所へお問い合わせください。）その際は、

御提出の見込みを経営企画室の担当までお知らせください。 

必要な証明書は、平成３０年度（平成２９年分）の課税（非課税）証明書です。 

住民税課税（非課税）証明書は、各学級担任の先生にお渡しください。 

就学奨励費の学用品等の領収書等の提出期日は７月２日（月）締め切りです。 
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日 曜日 本校 城東分教室 城南分教室 永福分教室 

１ 金 
学校公開  

小学部説明会 

安全指導日、就労体験（小６） 

春の遠足予備日（幼） 

社会科見学（小３・４） 

安全指導日 
安全指導日  朝会（小） 

生活科見学（小１・２） 

２ 土 
学校公開、（幼）給食なし、（11:40 下

校）、（小）月曜授業、オープンキャン

パス・短縮授業（11:30下校） 

   

３ 日     

４ 月 振替休業日 
歯科検診 

児童朝会（小） 
身体計測 歯科検診 

５ 火 
安全指導日・安全点検日、水泳指導

開始（幼）、清和小交流（小３）合同社

会科見学（小５）、補聴器調整日 

保育園交流 

社会科見学（小５） 
六郷保育園との交流（城南） 

補聴器調整日  

高井戸図書館読み聞かせ（小低） 

合同社会科見学（小５） 

６ 水 
交通安全教室 

小学部朝会 

移動教室保護者説明会（小高） 

防災教育講習会 
移動教室保護者説明会 
（小２・３） 

 

委員会（小高） 

高井戸図書館読み聞かせ 

（小高） 

７ 木 
水泳指導開始（小） 

写真プログラム（小４） 

清和小交流（小５） 

補聴器調整日 ＳＳＷ 
ひよこ手話 プール前検診② 

補聴器調整日  避難訓練 
すぎなみタイム（小） 

８ 金 
わくわく班ドッジボール大会（小

低）、クラブ（小高） 
 

歯磨き指導 

視力検査 

社会見学（さくらんぼ） 

生活科見学予備日（小１・２） 

９ 土    永福土曜学習教室 

10 日     

11 月  
朝集会（小） 

ようこそろう学校（小） 
避難訓練 児童（生活アンケート）開始 

12 火 
補聴器調整日 

社会科見学（小４） 

宿泊前検診（小２～６）、 

保護者勉強会（幼） 

水泳指導開始（小） 

歯科検診  

13 水 水族館遠足（幼） 
小高移動教室説明会（小高） 
お話し会 

手話学習会 

宿泊前検診（小２～６）、 

保育園交流（幼２・３） 

手話勉強会（ひよこ） 

14 木 避難訓練、清和小交流（小２） 
補聴器調整日、委員会（小） 
音楽ワークショップ  すぎなみ祭り（小） 

15 金 
下校指導、保育園交流（幼） 

宿泊前検診（小２～６） 

委員会（小高） 
 水族館見学（しながわ水族館） 児童（生活アンケート）終了 

16 土 レククラブ    

17 日     

18 月 小学部朝会、清和小交流（小４）   水泳指導開始（幼） 

19 火 
補聴器調整日、視力検診（幼） 

幼稚部見学会（２歳児） 
プールびらき（幼）   

20 水 
生活科見学（小１）、移動教室 

（小 2・3）、就業体験（小 5・6） 
移動教室（小２・３） 補聴器調整日 

移動教室（小２・３） 

 

21 木 
誕生会①（幼） 

移動教室（小 2・3） 

移動教室（小２・３） 
避難訓練 
補聴器調整日、誕生会（幼） 

誕生会 

補聴器調整日 移動教室（小２・

３） 

発達検査（ひよこ）、給食試食会 

交流社会科見学（小４） 

22 金  開校記念日  

23 土  学校公開（短縮授業）・算数検定   

24 日     

25 月 
誕生会②（幼） 

移動教室事後指導（小低） 
振替休業日 プール遊び開始  

26 火  保育園交流（幼）   

27 水 移動教室（小高） 
城南分教室幼２との交流（幼） 
移動教室（小高） 城東分教室幼２との交流 移動教室（小高） 

28 木 
移動教室（小高）、給食試食会 

つくってあそぼう（幼） 

ワクワク班活動 七夕（小低） 

移動教室（小高） 
保護者勉強会（幼）  移動教室（小高） 

29 金 移動教室（小高） 移動教室（小高） 
図書館お話会 

定期健康診断 終了 
移動教室（小高） 

30 土     

＊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） 

６月の行事予定 


