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東京都立大塚ろう学校・学校通信 第６号 

       大塚だより 
     

平成３０年１０月３日 

  校長 朝日 滋也 

子供って、すごい力をもっているのですね。 

運動会には多くの皆様に御来校いただきまして、ありがとうございました。大塚ろう学校４キャンパス 

の全幼児・児童が集まり、「全力で、最後に笑顔」のスローガンのもと、一人一人が活躍しました。応援団

をはじめとする高学年の児童のリーダーシップは、力強さを感じました。 
 

最近、私自身が子供から教えられたエピソードを二つ、紹介します。 

一つは幼稚部、ぱんだ組（４歳児）の研究授業のことです。ある子が「やりたい！」と手を挙げたのに、

１番になれなくて、泣き出しました。交渉しても１番の子は譲ってくれません。先生は「次にできるから、

次に進もう」と代替えの案を出しますが、納得できません。ずっと泣き続けています。周りの子は、静か

に待ちながら、慰めたり励ましたりしてくれます。結果、最初の活動は取りやめて、次に進みました。 

授業を見ていただいた外部専門家の先生から「これが４歳児ですよ」と言われました。「５歳の半ばにな

ると、折り合いが付けられるようになるのです」と。私は「なるほど」と思いました。 

その後の活動では、その子は気持ちを切り替えて元気に取組みました。こうした経験をとおして、子供

たちは成長するのですね。その道筋を、大人もしっかり受け止めていきたいと思いました。 
 

もう一つは、永福分教室の児童６名が、杉並区の「働く消防写生会」で入賞し、表彰式に招かれときの

話です。消防署長さんから表彰状をいただき、最後に審査委員長である美術大学の先生から講評をいただ

きました。美大の先生は、永福分教室の６年生児童の作品が心に残ったとお話してくださいました。「この

絵は、救急車が一面に白く描かれています。黒い線は使っていません。私も、小さい頃からどうして白い

ものを黒い線で書くのだろうと不思議に思っていました。私と同じ感じ方をしているお子さんですね。」 

改めて作品を見ると、素地が水色で、白い救急車が浮き出るように、今にも走り出しそうに描かれてい

ます。大塚ろう学校の子供がそういう感性をもっていることに、私はとてもうれしい気持ちになりました。 
 

子供の力って、すごいですね。まもなく前期も終了します。個別指導計画をお返しし、子供たちの頑張

りの成果をお伝えいたします。ここに至るまで、御家庭でも御支援いただき、ありがとうございました。 

引き続き、後期もそれぞれの目標に向けて、毎日を大切にしてください。６年生は進路に向けて大事な

時期になりますね。私たちも、子供たちの力が伸びていくことを、応援し見届けていきます。 

秋は一段と「子供が伸びる時期」です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 
       １０月１１日（木） 社会貢献にチャレンジ  

 
社会に貢献する機会を通して子供たちの成長を促すことをねらいとして、東京都教育委員会から「平

成 30 年度都立特別支援学校における社会貢献活動モデル事業」の指定を受けました。 

このたび、大塚本校の小学部２年生が、西巣鴨にある特別養護老人ホーム「菊かおる園（その）」を訪

問し、ディサービスに通う高齢者の方に、リクリエーションのサービスを提供してきます。手話クイズ

やヤングマン（YMCA）のダンスを高齢者の方に喜んでいただけるよう、頑張ってきます。 

 
 
＜学校公開＞    
  永福分教室 １０月１０日（水）   大塚本校  １０月１９日（金）・２０日（土）   

城東分教室 １０月２６日（金）   城南分教室 １０月３１日（水） 
＜道徳授業地区公開講座＞   

１０月２０日（土） 大塚本校にて  道徳の公開授業と協議会（道徳を考える会）  
＜中部フェスタ＞ ～特別支援教育理解啓発事業～ 

１０月２０日（土） 都立駒場高校にて 永福分教室の和太鼓出演 
 

 

～ ぜひ、お越しください ～ 
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◎城東分教室 小学部 ～東京都ろう学校陸上大会～ 

９月７日（金）、駒沢オリンピック公園陸上競技場で、東京都ろう学校陸上競技大会が行われま

した。都立ろう学校４校に加えて、私立の日本聾話学校、明晴学園の６校が集いました。 

中学部・高等部の先輩方の姿も見ながら、小学部６年生の２人は、 

男子１００ｍ走に出場。初めてのトラック競技場に、スタートライン 

に立つまではとても緊張した面持ちでしたが、スタートダッシュで遅 

れることなく、全力で走り切ることができました。 

結果、住田君が１５秒７で、全体１位！ 女子１００ｍ走でも、本校 

の児童が１・２位に入ることができました。おめでとう！！ 

 

幼稚部 ～おさんぽでの１コマ～ 「どんぐり どっちが おおいかな」 

城東分教室のすぐ近くに、大きなマテバシイの木があります。保育園交流の帰りに幼稚部 2・3

年生で、どんぐり拾いをしてきました。ちょうど、運動会練習真っ盛りなので、紅白に分かれて競

争しました。さて、袋いっぱいに拾ったどんぐり。紅白どちらが多かったでしょうか。 

袋を持ってみてもよく分からない。学校に戻って、

はかりで調べてみると、どちらも同じぐらいの重さで

した。しかし、ここで終わらないのが、年長らいおん

組。袋の中のどんぐりを自分たちの手で、全部数えて

みることにしました。一つ一つのどんぐりを並べてい

くこと 20 分。結果は？ 295 個対 282 個で赤組の勝

ちでした。 

合わせて 500 個以上のどんぐりを数え上げたらい

おん組の粘り強さ、たいしたものです。このように、

自分たちで考えたり確かめたりする活動は、小学部以

降の学習につながる「学びに向かう力」の素地を培う

ことになると考えています。 

 

◎城南分教室 幼稚部～リズム運動～ 
城南分教室では週に３回、登校後に３０分間リズム運動をしています。裸足になって準備をする

とみんなの大好きなリズムの時間が始まります。 

「あひる」は背筋をピンと伸ばしてかかとをあげて歩きます。ふらふらしないで歩くのが難し

い！「かえる」はリズムに合わせてジャンプします。連続でジャンプすると最後はくたくたにな

ります。最後は「金魚」になってリラックス。体をゆらゆらを揺らして脱力することも上手にな

ってきました。他にも馬、魚、とんぼや新幹線、うさぎ、かめ、ブリッジなど、いろいろなリズム

に合わせて動きながら、体づくりに取り組んでいます。 

 

   【あひる】          【かえる】           【金魚】 
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 ◎ 副籍交流について 

○ 大塚ろう学校では、小学部の児童が、居住する地域の小学校に副次的な籍（副籍）をもち、交流する「副籍

交流」を進めています。各キャンパスの児童が、自宅近くの小学校のお友達と楽しく交流しています。 

小１のＡさんの様子です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 副籍交流の進め方には、小学校の授業や学校行事に参加する直接交流、学校だよりや作品の交換などを行う

間接交流があります。大塚ろう学校の児童も、交流先の児童も、今できる方法で交流を重ね、お互いの個性が

分かり合える交流に広がっていけるよう、工夫しながら進めていきたいと考えますので、今後とも保護者の皆

様には、御協力くださいますようお願いいたします。 

 

個人情報の適正な管理について 

 学校では、お子さんや保護者の皆様に関する個人情報をたくさんお預かりしています。個人情報を含む

文書を、御提出いただいたりお渡ししたりする際には、確実に受け渡し、情報紛失や流失の事故はなくさな

ければなりません。 

 しかし今年の６月に、御家庭からいただいていた重要な書類が一時見当たらなくなるということが起こり

ました。全教職員で学校中をくまなく探したところ、翌日、担任の机の引き出しの奥に落ちていたことが分

かりました。この教訓を生かし、二度とこのようなことを起こさないよう、校内で様々な改善策を検討しま

した。今後は、次のような方針で進めて参りますので、保護者の皆様にも、御理解と御協力をいただきたく、

お願い申し上げます。 

経営企画室

に提出する

もの 

① 在校生の児童証明書は、年度内に提出していただき、有効期限を順次３年間に伸ばしま

す。 

② 就学奨励費に関する書類は、提出期間を見直し、封筒にチェック表を貼るなどして、受

け渡しの確認ができるようにします。 

③ マイナンバー関係に関する書類は、経営企画室に直接持参または郵送していただくよう

にします。 

保健室関係 

① 保健に関する文書の受け渡しファイルを作り、御家庭とのやり取りに使用します。 

② 小学部の身体計測の結果は、ラベルシールに記録を書いて、連絡帳に貼ってお知らせし

ます。 

ＰＴＡ関係 

① ＰＴＡ行事の御案内は、プリントと共に、メールメイトでもお知らせします。 

出欠のお返事は、メールメイトのアンケート機能で「出席」又は「欠席」をお知らせく

ださるようお願いします。 

② 大塚ろう学校ＰＴＡ「情報セキュリティーポリシーガイドライン」に学校も協力します。 

その他 
◎ 職員室の机上整理（クリーンデスク）を推進し、個人情報を含む大切な文書が他の書類

に紛れないよう、一人一人の教職員の意識を高め、事故防止に努めます。 

 その日の朝、Aさんは朝からドキドキしていました。初めて兄弟と同じ小学校に登校するからです。 

「お友達はできるかな。手話のこと分かってくれるかな。」と考えながら、お母さんと１年生の教室に

行きました。教室に入ると、３０人以上のお友達が座って待ってくれていました。自分で作ったカード

で自己紹介。自分の聞こえについて説明もしました。補聴器クイズや手話クイズは、みんな楽しそうに

参加してくれました。Aさんはドキドキしたけれど、次の交流も楽しみだなあと思いました。 

 その後の交流でも、小学校の先生はお話が聞き取りやすい座席を準備してくれました。また、見てす

ぐ分かるように授業を工夫してくれていました。お友達は、順番に分かりやすく話しかけてくれました。 

家に帰って「今日はすごく楽しかったなあ、また一緒に遊びたいなあ。」とお母さんに話しました。 
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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 月 都民の日 運動会予備日② 

２ 火 振替休業日 

３ 水 
安全指導日 
小学部朝会 

安全指導日  和太鼓 

幼稚部説明会 

安全指導日   身体計測 

六郷保育園との交流 
安全指導日 
小学部朝会 

４ 木 秋の遠足（乳相） 補聴器調整日 
 補聴器調整日 

すぎなみタイム（小） 

５ 金 
秋の遠足予備日（乳相） 

クラブ（小高） 
なしもぎ遠足（幼） 六郷保育園との交流 

ひよこ運動会 

幼小合同遊び 

６ 土     

７ 日     

８ 月 体育の日 

９ 火 
補聴器調整日 

幼稚部説明会 
児童会選挙（小） リズム研修会 

高井戸図書館読み聞かせ 

（小低） 

10 水 
月曜授業（小） 

水道キャラバン（小４） 

  
補聴器調整日 学校公開 

委員会（小高） 

11 木 
歯磨き指導（幼） 

歯科指導（小３～） 

菊かおる園交流（小２） 

補聴器調整日 

クラブ 

 補聴器調整日 

すぎなみタイム（小） 

幼稚部説明会 

12 金 

前期終業式 
保育園交流（幼３） 

宿泊防災訓練（小６） 

下校１３：３０（幼） １３：４０（小） 

前期終業式 

下校１３：３０（幼） １３：４０（小） 

前期終業式 

下校１３：３０（幼） 

図書館お話会 

前期終業式 

下校１３：３０（幼） １３：４５（小） 

13 土 宿泊防災訓練（小６） 
土曜学習教室、江東区聴覚障
害者協会創立４０周年記念式
典参加 

 土曜学習教室 

14 日     

15 月 

後期始業式  
個別面談週間（幼～26日） 

パソコン教室（小４） 

下校１３：３０（幼） １３：４０（小） 

後期始業式 
リズム研修会（幼） 

ランチルーム給食 

下校１３：３０（幼） １３：４０（小） 

後期始業式 
避難訓練 

下校１３：３０ 

後期始業式 

下校１３：３０（幼） １３：４５（小） 

16 火 総合防災訓練 しゅわえもん 秋の遠足 
補聴器調整日 

給食試食会 

17 水 動物園遠足（幼） 
補聴器調整日 

ＳＳＷ 
手話学習会 

手話勉強会（ひよこ）  高井戸

図書館読み聞かせ（小高） 

18 木 
補聴器調整日  健康相談 

重複学級親子清掃教室（小） 

歯磨き指導  ひよこ手話 

重複学級親子清掃教室（小） 
 

秋の遠足（幼） 

すぎなみタイム（小） 

19 金 
学校公開 

下校１３：３０（幼） 

生活科見学（小１・２） 

漢字検定 

 ボッチャ教室（小） 

医療的ケア指導医検診 

20 土 
学校公開  月曜授業（小） 

道徳授業地区公開講座 

下校１１：４０（幼） 

  
中部フェスタ（駒場高校） 

 

21 日     

22 月 振替休業日 
視力検査 

歯科検診 
 

個別面談週間（～１１月２日） 

歯科検診 

23 火 
補聴器調整日 

児童会選挙（小高） 
 秋の遠足予備日 

アーティスト１日体験プログラム

（小） 

24 水 
動物園遠足予備日（幼） 

秋の遠足（小１・２） 

合同社会科見学（小６） 

合同社会科見学（小６） 誕生会 クラブ（小高） 

25 木 歯科検診 
避難訓練  補聴器調整日 

委員会（小） ひよこ手話 
 

秋の遠足予備日（幼） 

すぎなみタイム（小） 

26 金 委員会（小高） 学校公開  算数検定  社会科見学（小３・４） 

27 土    土曜学習教室 漢字検定 

28 日     

29 月 
つくってあそぼう（幼） 

小学部朝会 社会科見学（小３） 

パソコン教室（小４） 

 六郷保育園との交流  

30 火 ＡＬＴ来校日（小６） 

誕生会（幼） 
城南交流（幼） 城東分教室幼２年との交流 

保育園交流（幼） 避難訓練  

ALT来校日 

31 水 秋の遠足予備日（小１・２） 
ＡＬＴ来校日（小５・６） 

城東特別支援学校との体育交
流（小高）  お話し会（小） 学校公開 

保護者講座（ひよこ） クラブ（小高） 

歯磨き指導（幼、小１・３） 

＊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） 


