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東京都立大塚ろう学校・学校通信 第７号 

       大塚だより 
     

平成３０年１１月１日 

  校長 朝日 滋也 

秘すれば、花なり 

芸術の秋、大塚だより第７号の３面に記しましたように、子供たちは多くの芸術活動に参加します。 

そして、４キャンパスとも文化祭に向けて、練習も本格的になってきます。 

一人一人が、文化祭に向けて、どのような態度で臨むか、どのように成長するか、私はとても興味が

あり、楽しみにしています。どの子も皆、自分の台詞を覚えることに一生懸命で、家でも練習すること

でしょう。その姿を、保護者に見てもらい、励ましてほしい子もいるでしょうし、一方で、ひっそりと

練習する子もいるでしょう。本番が近付くにつれ、緊張感も増し、一人一人がどんな前夜を迎えるか、

保護者の皆様にはぜひ、温かく見守り、励ましていただきたいと願っています。 
 

「秘すれば、花なり」とは、室町時代の能の役者、作者である世阿弥の「風姿花伝」にある言葉です。

辞書には、「観客は予想もしていないようなことに感動するものである。そして、結果を予想させない

ように演じるのが芸である。」と記されています。 

この言葉の解釈にもいろいろな説があるようです。私は「観客に感動してもらうための努力を、気付

かれないようにすること。見えないところで努力をすることは尊いこと」だと、考えました。 

文化祭が近付き、黙々と自分の台詞や演技を練習する姿があれば、そうした姿を認め、お励ましくだ

さい。友達の見ていないところで努力をする姿勢は、きっと本番で自分なりに納得した舞台になること

と思います。きっと、これからの人生のプラスになることと思います。 
 

「見えないところで努力をする。」これは、スポーツの世界でも、仕事でも、いろいろな場面でみら

れる行いです。お客様をお迎えするときに、家を掃除し、気持よく過ごしていただくために、トイレも

手ぬぐいも整える「おもてなし」も同じだと考えます。 

学習も、同様です。幼稚部、小学部時代は、宿題も予習も、自分から自主的にできる子はそれほどい

ないと思いますが、それでも大塚ろう学校の子供たちは、御家族の方々に支えられ、毎日、絵日記や宿

題をコツコツと努力することを積み重ねてきます。書くのが苦手な子もいるでしょう。時間のかかる子

もいるでしょうけれど、翌日の提出に向けて、努力しています。６年生は進路に向けて、準備も必要で

す。何を準備したらいいか、不安になる気持ちもあると思いますが、ぜひ、御家族の支えをいただきな

がら、今できることを精一杯取り組めるようになってほしいと願います。 
 
私は昨年度まで、高等部のある学校の校長をしていました。知的障害があるため、中学校や中学部ま

では、勉強も苦手な生徒ばかりでした。ところが、３年後の就職を目指して、基礎から応用まで学びを

重ね、企業での現場実習を重ねるごとに、生徒が変わってきます。自分の技が伸びないことに悩みなが

らも、一生懸命練習を重ねます。部活動でも、もっと速くなりたい、もっとうまくなりたいと、自宅で

トレーニングをする生徒がたくさんいます。３年生の先輩がいなくなると、２年生に自覚が生まれ、ぐ

んと伸びてくる姿をたくさん見てきました。ですので、「見えないところで努力をする」人を見ると、

私はとてもうれしい気持ちになるのです。自分ももっと頑張らねばと、励まされます。 
 

大塚ろう学校の保護者の皆様も、見えないところで努力をされていらっしゃる方々です。お子さんが

小さい頃から毎日送り迎えをしてくださり、絵日記や宿題をずっと見てきてくださいました。お子さん

に伝わりやすいように手話を家族で覚えてくださり、絵本もたくさん読んだり、お子さんと遊んでくだ

さったり。でも皆さんは、そんな御苦労を前面には決して出さずにいらっしゃる。まさに「秘すれば、

花なり」です。心から感謝申し上げます。 

今後お子さんが、中学部・高等部と進む中で、いろいろな自分の壁にぶつかりながらも、自分を高め、

見えないところで努力するように変わっていきますので、そうしたお子さんをいつまでも、応援し続け

ていただければと思います。 
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大塚本校 ～ 幼稚部 動物園遠足 ～ １０月１７日（水） 
心配された天候も良好となり、子供たちも全員参加（３２名）することができまし

た。入園時は、シャンシャン目当ての人々の列を横目に団体口から入りました。すでに

４０分待ちとなっていましたが、ぱんだ組はチャレンジしてパンダを見ることができま

した。りす組・うさぎ組は、こども動物園で、モルモットや

ウサギと触れ合いました。みんな目を輝かせて積極的に活動

することができました。らいおん組は、いろいろな動物を年

長さんらしくしっかり観察することができました。全学年と

も、東園・西園ともたくさんの動物を見ることができ、お気

に入りの動物もできたようです。事後の動物園ごっこもとても盛り上がりました。 

～ 小学部４年 水道キャラバン ～ １０月１０日（水） 

 「水道キャラバン」が行われました。「水道キャラバン」は、東京都水道局が水道

水について理解を深めるために行っている出前授業で、本校では毎年行われていま

す。水道局から来た「水道キャラバン隊」と、コントのような楽しい掛け合いをし

ながら、浄水場の仕組みや水道の歴史について学びました。

水をきれいにする実験では、汚れがみるみる沈殿する様子に

歓声が上がりました。子供たちは、きれいな水道水が飲める

ことが当たり前ではないことに気付き、これからの水道の学

習に大いに関心をもった様子でした。 

城東分教室 ～小学部しゅわえもん～ １０月１６日（火） 

ＮＰＯ法人しゅわえもんの中澤さん、吉岡さんをお招きして、絵本の読み聞かせを

していただきました。子供たちは、話し手のダイナミックな表現に引き付けられ、物

語の世界に入り込んでいました。読み聞かせ後のパントマイム遊びでは、はじめは緊

張して表現できずにいた子供たちもお二方の楽しい雰囲気に、緊張も解け、前に出て

動物のまねをし合い、表現することを楽しんでいました。 

～幼稚部 運動会の制作をとおして～ 

幼稚部では、運動会の振り返りとして、頑張ったことや感じたことを表現する活動

に取り組みました。作品を並べてみると、子供たちの育ちによる、認識の広がりが感

じられます。うさぎ組では、はさみで細かく切れるようになった力を生かして、切っ

た紙片を玉に見立てて貼りました。りす組では、丸めた紙を玉に見立て、台紙に貼っていきました。どちらも、

イメージをより確かにすること、道具の扱いに慣れることを大切にしています。また、ぱんだ組は、練習を通し

て意識できてきた「手を握って走る」「腕を伸ばして玉を投げる」などの細かな身体の動きを、紙片を貼り合わ

せることで表現しました。さらに、らいおん組の経験画には、当日降った雨の様子や、共に取り組んだ友達の姿

も描かれています。他者との関係に焦点を当てられるところがさすが年長さんです。このように、幼稚部では、

子供たちの育ちに応じて、大切にしたい点をねらい（願い）として込め、活動を計画するように心掛けています。 

経営企画室より 

近日中に就学奨励費に係る領収書の提出についての御案内を配布いたします。よくお読みいただき、学用品等

購入費の支給を希望する場合は、レシート等(7 月 1日～11 月 30 日の日付)を添付した申請書を 12 月 3 日（月）

までに経営企画室（分教室は担任の先生）へ提出してください。なお、期限日以降の提出は一切受付できません

ので、あらかじめ御了承ください。申請書やレシート台紙が足りない場合はコピーをして使用してください。 
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大塚ろう学校の芸術教育 ～協働して活動することを通して～ 
 
秋は「食欲の秋」「スポーツの秋」などいろいろな言葉で冠されますが、大塚ろう学校は「芸術の秋」を

迎えています。１１月３日は、大塚本校の６年生が「日本学校合奏コンクール全国大会」に出場します。 

１１月１４日の東京都特別支援学校総合文化祭には、３つのキャンパスの小学部が参加し、また他校の発

表も鑑賞してきます。 
 

大会名等 会場 参加 日程・時程 プログラム等 

日本学校合奏コンク

ール全国大会 

けんしん郡山文化

センター（福島） 

大塚本校 

６年生 

11月３日（土） 

午前 10時 

合奏 

「レ・ミゼラブル メドレー」 

 

東京都特別支援学校 

第 27回総合文化祭 

 

 

国立オリンピック記念

青少年総合センター 

（代々木） 

大塚本校 

5・６・ 

４年生 

城東分教室 

永福分教室 

11月 14日（水） 

午前 10時 15分 

 

午前 10時 35分 

午前 11時 10分 

5年合奏「彼方の光」 

6年合奏「レ・ミゼラブルメドレー」 

4年和太鼓「天平太鼓」 

小高和太鼓「ぶち合わせ太鼓」 

小高和太鼓「夏祭り」 

【文化祭の日程】 会場は各キャンパス 体育館等 
キャンパス 校内発表日 一般公開 

大塚本校 11月 30日（金） 12月 1日（土） 

城東分教室 11月 22日（木） 11月 23日（金） 

城南分教室  11月 17日（土） 

永福分教室 12月７日（金） 12月 ８日（土） 
 
大塚ろう学校の芸術教育は、技術の向上以上に「協力し合うこと」を大切にしています。合奏は一人では

できません。一人でも気持ちがそれてしまうと、まとまりません。自分が頑張ると同時に仲間への呼び掛け

なども必要になってきます。目標に向かって努力をすること。最後まで頑張り、達成感を味わい自信をもつ

こと。新たな挑戦を繰り返しながら、さらなる自信を積み重ねていくこと。大人になったとき、これらの経

験を振り返って、「自分なら頑張れる」と一歩踏み出す力になってくれたら良いと思います。 

 

学校評価アンケートのお願い 
都立学校では、「学校運営連絡協議会」を定期的に開催し、地域の方や有識者、保護者の代表や同窓会の

方などから、大塚ろう学校をより良くするためにはどうしたら良いか、学校と意見交換しながら、学校改善

に生かしています。 

さて、今年度も「学校運営連絡協議会」が主体となって行う、学校評価の時期となりました。 

より良い学校づくりを目指し、保護者の皆様から、大塚ろう学校の教育について御意見をいただきたいと

考えております。１１月下旬には、保護者の皆様へのアンケートを配布いたします。率直な御意見・御感想

を御記入くださり、大塚ろう学校をより良い学校につくり上げることにぜひ、御協力くださるようお願いい

たします。なお、今年度の学校評価は以下の点を改善することとします。 

 

 

 

 

 

年末に差し掛かり、たいへんお忙しいかと思いますが、大塚ろう学校の学校改善に向けて、アンケートに

御協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

① 児童へのアンケートは、在籍児童全員に配布します。  

②  保護者アンケートの結果は、年度末の保護者会で概要と改善の方針を説明します。 

③  学校から個別に回答をお望みの方は、差支えなければ、御記名をお願いします。 

 

 

期日が近付きました

ら、各キャンパスの

プログラムを御家庭

に配布いたします。 
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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 木 
安全指導日 

お米の学校（小５） 

安全指導日 

補聴器調整日 

児童朝会（小） 

安全指導日  避難訓練 

いもほり     身体計測 

安全指導日   補聴器調整日 

すぎなみタイム（小） 

朝会（小）  

２ 金     

３ 土 
日本学校合奏コンクール全国

大会（福島） 
文化の日 

４ 日     

５ 月 小学部朝会   すぎなみオリンピック（小） 

６ 火 
補聴器調整日 

小３とひよこ組の交流 

パソコン教室（小４） 

さつまいもまつり（幼） 
四大小交流（小３）  

補聴器調整日 

交流生活科見学（小１・２） 

高井戸第三小学校との交流 

（小３・４）  

７ 水  
昼休み交流（幼） 

城東特別支援学校との体育交

流（小高） 

六郷保育園との交流 
クラブ（小高） 

中央ろう学校との交流（小高） 

８ 木 
演劇教室（幼） 

 

クラブ（小高） 

補聴器調整日 
ひよこ保護者学習会 

SSW 補聴器調整日   

ひよこ遠足 

永福小学校との交流（小３・４） 

９ 金 クラブ（小高） 
生活科見学（小１．２） 

四大小交流（小３） 
補聴器調整日 多摩図書館読み聞かせ（幼） 

10 土 
土曜学習教室 
大塚クラブ 
算数検定 

   

11 日     

12 月 歯科指導（小）   すぎなみオリンピック予備日（小） 

13 火 
どんぐり拾い遠足（乳相） 

演劇教室（小１・２、５・６） 
 文化祭予行練習  

14 水 総合文化祭（小４～６） 
昼休み交流（幼） 
総合文化祭（小３～６） 

手話学習会 給食試食会 
手話勉強会（ひよこ） 
総合文化祭（小３～６） 

15 木 
補聴器調整日 

どんぐり拾い遠足予備日（乳相） 

補聴器調整日 

ひよこ手話 
 ひよこ遠足予備日 

16 金 
避難訓練  委員会（小高） 
保護者いじめ等アンケート配布 

文化祭予行練習 
保護者いじめ等アンケート配布  

算数検定 

保護者いじめ等アンケート配布 

17 土 レククラブ  文化祭  

18 日     

19 月 
小学部朝会 

にじのお話会（小１・２） 
 振替休業日  

20 火 補聴器調整日   

視力検査（小高） 
  

交流生活科見学予備日 

（小１・２） 

21 水 誕生会（幼） 

視力検査（小低） 
昼休み交流（幼）  委員会（小高） 

22 木 
健康相談 

視力検査（幼） 

保護者いじめ等アンケート終了 

文化祭（校内発表） 

ランチルーム給食（小） 

保護者いじめ等アンケート終了 

六郷保育園との交流 保護者いじめ等アンケート終了 

23 金 勤労感謝の日 
文化祭（一般公開） 

ランチルーム給食（小） 
勤労感謝の日 勤労感謝の日 

24 土 
土曜学習教室 

大塚クラブ 
   

25 日     

26 月  振替休業日   

27 火 文化祭リハーサル 避難訓練  避難訓練 

28 水 保育園交流（幼３） 
誕生会（幼） 昼休み交流（幼） 

お話会（小） 
  

29 木  
ひよこ手話 委員会 

パソコン教室（小３４） 
 保護者講座（ひよこ・幼） 

30 金 文化祭校内発表 社会科見学（小４） 保護者学習会  

＊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） 


