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東京都立大塚ろう学校・学校通信 第５号 

       大塚だより 
     

平成３０年９月３日 

  校長 朝日 滋也 

学びに向かう力 

今年の夏は、観測史上最も高温で、例年以上に多くの台風が発生し、熱中症や災害など様々なことが

心配でした。夏休みは、いかがお過ごしでしたでしょうか。休み前には、「夏休みでしかできない体験

をしてほしい」「規則正しい生活をし、家の仕事もすること」「病気や事故に気を付けて 9 月にまた、会

いましょう」とお話しましたが、御家族の皆様の御協力のもと、貴重な経験ができたと思います。 

本日から、大塚本校・各分教室共に教育活動を再開しますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

学校においても、夏休みにしかできない各種工事や特別清掃、職員室も含めた教育環境の整備、安全

に関する研修や点検を行うとともに、研修や研究も時間をかけて、じっくりと取り組みました。ろう学

校の教員として身に付けるべき専門性、授業づくりの充実について、それぞれの経験等に応じた研究・

研修を進めました。特に、幼稚部は今年度から、小学部は平成 32 年度から本格実施となる新しい教育

要領、学習指導要領に関する研修は、大塚ろう学校全体でも、また都立ろう学校全体でも研修会を行い、

全員が同じ基盤に立って指導が進められるようにしたところです。 

 

新しい学習指導要領の大切なキーワードに「学びに向かう力」があります。変化が激しく予測がむず

ししいこれからの時代を生きていくためは、学んだことを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう

力」が大切であるとされています。 

今年 4 月に全国の小学 6 年生が取り組んだ学力テスト（「全国・学力・学習状況調査」）の結果が、公

表されました。大塚ろう学校の 6 年生（本校・分教室）は、基礎的な学力を測るＡ問題は、全国や東京

都の平均値とほぼ同じ結果で、日頃の学習の積み上げはできていることが分かりました。しかしながら、

いわゆる応用問題と言われるＢ問題、学んだ知識を活用することや文脈の中で判断・表現していくこと

は、苦戦をしています。この結果は、当該の学年だけの問題ではなく、幼稚部から言葉やコミュニケー

ションの力を積み上げながら、もっともっと、考えたり、自分なりに表現したりする力を育てることに、

学校挙げて取り組んでいく必要があると、夏休み最後の職員会議で全員で考えたところです。 

 

大塚ろう学校は、昨年度から学校全体で「学びに向かう力を育む」をテーマとして研究に取り組み、

今年 10 月には、全日本聾教育研究大会（北海道大会）で、大塚本校幼稚部と小学部低学年の実践発表

をします。また、平成 31 年の 10 月末には、関東地区聾教育研究会を大塚ろう学校を会場に行い、これ

までの 3 年間の研究成果を発表する予定です。 

先日、来年度の研究発表に備えて、本校の学校運営連絡協議会評価委員長でもある東京学芸大学の濵

田豊彦先生から「学びに向かう力」について、御講演をいただきました。その中の一コマを紹介します。 

「自主的に学ぶ」「主体的に学ぶ」ことの違いについて、教えていただきました。「自主性」とは、決

められた課題を進んでやること、例えば「宿題」を、大人に促されなくても自分で進んで取り組むのは

「自主性」があるということです。一方「主体性」とは、何をやるかは決まっていない状況で、自分で

考えて、判断し行動することです。 

私たちが子供たちに身に付けさせたいのは、「自主性」を越えて、課題を見付けて、自分で考え、発

信できる「主体性」です。一つ一つ丁寧に教えて、学んだことを身に付けさせることは大事ですが、そ

れをどうやって「主体性」につなげていくか。子供に「主体性」を育てることは、私たちの発想を大き

く変えなければいけません。夏休みにたくさんの経験をしてきて、エネルギーを蓄えた子供たちとしっ

かりと向き合って、子供たちの内側にある力を引き出せるよう、この秋から取り組んでまいります。 

 

今後とも保護者の皆様の御理解と御協力を賜りますよう、お願いいたします。 
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大塚本校 ～ドッジボール立川・大塚対抗試合～  

大塚ろう学校でドッジボールが盛んになったのは、今から７年前（平成 23 年度）です。休み時

間に「みんなが一緒に夢中になれることを始めたい」と取り組み、心の成長を促してきました。 

平成 27 年度には、対抗戦を始めることで、更に子供たちの意欲が高まるのではと、立川ろう学

校のクラブチーム「立川ガンバろう」との対抗試合を行いました。その結果、ぜひとも次の年も続

けたいという気運が高まり、去年は立川まで遠征し、今年は大塚本校での対抗試合となりました。 

7月 31日（火）、本校５・６年生がドッジボールで強豪の「立川ガンバろう」に挑みました。夏

休みに入り、猛暑の影響で練習は半分の日程しかできない中、１回１回の練習に集中して取り組み

ました。そして迎えた本番当日。最初は、緊張から動きがぎこちなくなり力を出せずにいましたが、

試合を重ねていくにつれ、お互いに声を掛け合う様子が増え、練習した作戦も活用できるようにな

ってきました。中には、相手の強いアタックを１試合で４回もキャッチした児童もいました。 

結果は８戦全敗でしたが、練習の成果を発揮でき、個々の活躍は素晴らしかったです。今回得た

技術や悔しい気持ちを、9月からの校内のドッジボールに生かしてくれることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永福分教室 小学部～宿泊防災訓練～ 

 ７月１３日（金）、小学部６年生２名が、永福学園と合同で宿泊防災訓練を実施しました。 

 地震発生により２週間から１か月が経過してもなお、学校に宿泊し、避難所生活を送り続けてい

る状況を想定して、各種訓練を行いました。まず避難訓練、煙への対応、東日本大震災のビデオ視

聴をしました。そのあとは教室で湯を沸かし、備蓄食でカレーを作って食べました。リフレッシュ

訓練では体育館でボッチャを行いました。永福学園の生徒の皆さんと一緒に協力して盛り上がって

楽しむことができました。 

 全ての活動を終えてから教室に毛布を敷いて就寝しました。枕もなく、固い床の上という状況で

したが、落ち着いて眠ることができました。翌朝はラジオ体操で体を動かし、再び備蓄食料を食べ

て訓練を終えました。 

 実際に被災したときに、どのような避難生活を送るのかと言うことを、前もって実体験できたこ

とは、今後の生活を安心して送る上でも大きな学びとなりました。 

児童はあらゆる場面で受

け身になることなく、教員の

手伝いや自分のできること

を積極的に行い、責任感をも

って取り組むことができま

した。 お湯で作ったカレーライス 毛布 2枚で、眠る準備 
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運動会に向けて 

本日、平成 30年度の「運動会のお知らせ」を配布いたしました。 

運動会は、幼稚部、小学部の全幼児、児童が一堂に会して行われる合同行事です。いつもは、別々

の場所で学校生活を送っている子供たちですが、運動会では、４キャンパスが１つになって、みん

なで力を合わせて、楽しく競技や演技ができるよう、大塚本校、分教室で互いに連携しながら指導

を進めていきます。また、運動会は、前期の学校生活の総まとめの行事でもあります。運動的な活

動を通して、日頃の学習の成果を保護者や地域の皆さまに、御覧いただきたいと考えています。 

幼稚部では、幼児が興味・関心をもって取り組めるよう内容を工夫するとともに「金メダル」な

どオリンピック、パラリンピックにちなんだ事柄も扱う予定です。 

小学部は、一人一人の児童が、運動会という目的に向かって頑張ったり、友達と力を合わせて取

り組んだりしようとする態度を大切にしながら、進めていきます。また、小学部高学年になると演

技、競技の他にも、係の仕事が割り当てられます。それぞれの仕事を通して、進んで仕事をする態

度や協力する心情が養えればよいと思います。 

今夏は高温が続きましたが、９月以降の見通しも予断を許さない状況のようです。幼児・児童の

安全を第一に考え取り組んでいきます。当日は、幼児・児童にたくさんの声援をお願いいたします。 
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防災、安全に向けて 

 ９月１日は「防災の日」です。関東大震災が起きた日であることと、９月が台風の多い季節であ

るため、９月１日を防災の日、８月 30 日から９月５日までを「防災週間」として、全国各地で防

災に関する様々な行事が行われています。大塚ろう学校でも毎年９月の始めには、引き渡し訓練を

実施しています。(今年度は９月４日・全キャンパスとも) 

平成２３年３月１１日の東日本大震災では、交通機関がストップした影響で、多くの都立学校で

児童・生徒が下校できずに校内での宿泊を余儀なくされました。大塚ろう学校も例外ではなく、保

護者が引き取ることができても、帰宅する手段がなかったり、保護者が引き取りに来ることができ

ず、学校に泊まって保護者の迎えを待ったりしていました。幸い、翌朝には、電車の運転が再開さ

れ、全ての幼児・児童が無事に保護者とともに帰宅できました。 

 東日本大震災の経験を踏まえ、都立学校では「一泊二日宿泊防災訓練」を実施するようになり、

全ての都立特別支援学校で実施されるようになって、今年で２年目になります。 

 今年度は小学部 6 年生を対象に、永福分教室が７月 13 日～14 日に実施し、城東分教室が 9 月

14 日～15 日、大塚本校は 10 月 12 日～13 日に実施します。 

宿泊防災訓練の目的は、１つ目は、大規模災害発生時に児童が適切な行動をとれるようにするこ

とです。２つ目は、学校が安全で円滑な避難所運営ができるようにすることです。  

宿泊防災訓練を通して、防災行動力を高めると同時に、地域と協力して助け合うという意識を高

め、学校と地域が一体となって子供たちの命を守るように努めてまいります。 

[ 当 日 の 予 定 ] 
 

10:00～10:20 開会式 
10:20～12:00 午前の部 ＊幼稚部解散 
12:00～13:00  昼食(お弁当) 
 
13:00～14:00 午後の部 
14:00～14:20 閉会式 
14:40     本校児童下校 
14:45      分教室バス出発  

平成３０年度運動会 
９月２９日（土） 10:00～14：20 

大塚ろう学校本校 校庭にて 
 

（幼稚部は午前の部終了後解散 小学部はお弁当） 

＊予備日：９月３０日（日）、１０月１日（月） 振替休業日:１０月２日(火) 
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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 土     

２ 日     

３ 月 

はじめの会 

給食なし１１：４０下校（幼） 
短縮授業⑥１３：４０下校（小） 

安全指導日・安全点検日 

はじめの会 

給食なし１１：４０下校（幼） 
短縮授業⑥１３：４０下校（小） 

安全指導日・安全点検日 

はじめの会  
安全指導日  

給食なし１１：４０下校（幼） 

はじめの会(幼）11:40 下校   

短縮授業（小）  
水泳指導（小）  

朝会(小） 

４ 火 
引き渡し訓練 
２歳児はじめの会（乳相） 

水泳指導終了（小） 

引き渡し訓練 
身体計測 

給食あり１３：４０下校 

引き渡し訓練 
給食開始（幼） 

引き渡し訓練 給食開始（幼）
13:30下校   

発達検査（幼３） 

５ 水 身体計測(小高) 
ＡＬＴ来校日１・２時間目（小５・６） 
デフリンピックメダリストと泳ごう（小） 

身体計測 
安全指導日 委員会（小高）  
プール発表会（小） 

６ 木 
１歳児はじめの会（乳相） 

藤原先生とあそぼう（幼） 

身体計測 (小低) 

補聴器調整日 
水道キャラバン（小） 
ひよこ手話 

 

夏休み作品展～２０日  
補聴器調整日   
医療的ケア指導医検診  
身体計測（幼～小５） 
しゅわえもん読み聞かせ 
（幼・小高） 

７ 金 
誕生会①・身体計測 (幼) 

東京都ろう学校総合体育大会(小６) 
東京都ろう学校総合体育大会（小６） 
水泳指導終了（小） プール遊び終了 東京都ろう学校総合体育大会（小６） 

８ 土     
９ 日     

10 月 

小学部朝会  

ＰＴＡ役員会・運営委員会 

教育実習(～21日) 

藤原先生とあそぼう（１・２歳児） 

 

 

水泳指導終了（小）  

代表委員会・分科会（PTA)   

教育実習始 ～21日 

11 火 
授業参観日 

誕生会②（幼） 

授業参観日 授業参観日 

 

授業参観日      

補聴器調整日 

12 水  発達検査（小） 手話学習会 

保育園交流(幼２・３）  
クラブ(小高）  
手話勉強会（ひよこ） 
身体計測（小６、欠席者） 

13 木 

補聴器調整日 

歯磨き指導①(幼) 

歯科指導（小１・２） 

清和小交流（小５）  SSW 

補聴器調整日  補聴器調整日     

14 金 
保育園交（幼） 

水泳指導終了(幼) 

クラブ（小高） 

宿泊防災訓練（小６）  
交流社会科見学（小３）  

幼小合同遊び 

15 土  宿泊防災訓練（小６）   

16 日     

17 月 敬老の日 

18 火 
児童生活アンケート開始 

補聴器調整日 

親子清掃教室（小・重複） 

児童生活アンケート開始  

杉の子サークル（PTA)    

児童生活アンケート開始 

携帯安全教室（5校時） 

19 水 
運動会予行練習（給食なし） 

11:40下校（幼）14:40下校(小） 
運動会予行練習（給食なし） 

20 木  
補聴器調整日 

委員会（小） 
  

21 金 
委員会（小高） 

児童生活アンケート終了 
児童生活アンケート終了  

児童生活アンケート終了 

教育実習（終） 

音楽鑑賞会（小） 

22 土  

23 日 秋分の日 

24 月 振替休日 

25 火 
小学部朝会、月曜授業 

個別面談・特別時程（～10/11） 
補聴器調整日  

個別面談（～10/11） お月見会  

26 水  
お話し会（小） 

昼休み交流ラジオ体操（幼・小５） 
補聴器調整日  

27 木  
幼小ダンスを見合う会 
クラブ（小高） 幼 入学説明会 保護者講座（ひよこ） 

28 金 13:30下校（幼）） 13:30下校（幼） 保護者勉強会 13:30下校（幼）   

29 土 運動会（給食なし） 

12:00下校（幼） 
運動会（給食なし） 

12:00下校（幼） 
運動会（給食なし） 

12:00下校（幼） 
運動会（給食なし） 

12:00下校（幼） 
運動会（給食無し） 

30 日 運動会予備日  運動会予備日 

＊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） 


