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東京都立大塚ろう学校・学校通信 第９号 

       大塚だより 平成３０年１２月３日 

  校長 朝日 滋也 

       言葉に思いを込めて 
 
大塚ろう学校の文化祭は、キャンパスごとに行います。11 月の２つの分教室の文化祭では、私の想

像以上の活躍を子供たちが見せてくれて、感動しました。演じることを通して、言葉の意味や、生き

るものの思いが心に深く刻まれていると感じました。私は全キャンパスの文化祭をみることができる

ので、今年の演劇部門の発表には、共通点があることに気付きました。 
 

 大塚本校（12/1） 城東分教室（11/23） 城南分教室（11/17） 永福分教室（12/8） 

幼稚部 
おおかみとこやぎ 

（グリム童話） 

おたまじゃくしの１０１ちゃん 

（かこさとし） 

もも太郎 

（日本の昔話） 

きんのがちょう 

（グリム童話） 

 小学部 

 低学年 

たぬきの提灯 

（浜田廣介） 

オズの魔法使い 

（ライマン・フランク・ボーム） 

 １１ぴきのねこ ふくろのなか 

（馬場のぼる） 

小学部 

高学年 

人間になりたがった猫 

（ロイド・アリグザンダー） 

注文の多い料理店 

（宮沢賢治） 

 夢から醒めた夢 

（赤川次郎） 
 
原作はどれも有名で、保護者の皆様も、御自身が子供だった頃に、絵本や映画・ミュージカル等で

御存じの作品かと思います。 

かこさとし（加古里子）さんは、今年の 5 月に 92 歳でお亡くなりになりましたが、「だるまちゃん

とてんぐちゃん」の作者でもあります。浜田廣介さんは、「泣いた赤鬼」の作者です。 

「オズの魔法使い」は「虹の彼方に」の素敵な曲が映画でも有名ですし、「人間になりたがった猫」

「夢から醒めた夢」は劇団四季のミュージカルで親しまれました。今年の 7 月に、演出家の浅利慶太

さんが 85 歳でお亡くなりになりましたので、残念ながら今後の再演の予定は、未定です。 

「もも太郎」やグリム童話は、ストーリーの展開を知っているので、子供たちがどのように表現す

るか、とても興味深く見ました。退治された鬼やオオカミが最後には反省し、仲よくなるところは、

原作とは少し違います。「１１ぴきのねこ ふくろのなか」も「注文の多い料理店」も、看板に書か

れた文の意味をどのように読み取るかが、共通のテーマになっています。 
 
こうしてみると、大塚ろう学校の今年度の文化祭は、古典や有名な作品を取り上げ、子供たちに展

開の面白さや一つ一つの言葉の意味を、じっくり味わう経験をさせているという共通点に気が付きま

す。「もも太郎を演じることをきっかけに、最近、日本の昔話をよく読むようになった」などという

保護者からのお話を伺いますと、とても嬉しくなります。練習よりも本番に更に言葉に思いを込め、

演技に磨きをかけている子供たちの様子から、文化祭の劇を演じて学びを深めている手応えを強く感

じます。大塚本校の 3・4 年生のワークショップの経験も、5・6 年での劇につながることと思います。  
 
衣装の制作等では、保護者の皆様の御協力もいただき、心から感謝申し上げます。親子の力で学校

行事を成功させていく大塚ろう学校の伝統は、とても誇らしいことです。ありがとうございました。 

 

              電車が事故などで動かないとき
 
先日の下校時刻、西武池袋線が人身事故のため、しばらく電車が動かない事態が発生しました。連絡が

つかない児童がいたため教員が池袋駅に行くと、駅は大勢の人で混乱していました。その後、運転が再開

し、全員が無事に家までたどり着きましたが、こうした事態はこれからも起こりうることです。 

今回の教訓から、電車が止まったときの対応方法を再度学校でも確認します。「ヘルプ・カード」や一斉

メールなどの活用も再確認し、安全を確保していきたいと思います。 

御家庭でも、対応方法について、お話を進めてくださるようお願いいたします。 
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%82%B0%E3%82%B6%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC


2 

 

城南分教室 乳幼児教育相談 

城南分教室の教育相談には、現在 40 名ほどの乳幼児が保護

者とともに通ってきています。新生児スクリーニング検査が行

われるようになってから 10年以上たちます。最近は 3か月頃

から相談に来校するケースも増えてきました。 

先日、幼稚部でもリズム運動の指導を受けている高橋章子先

生を招いて、0歳児から 2歳児を対象にしたリズム運動を親子

に教えてもらいました。赤ちゃんのときから体を十分に動かすことが心も頭も育てる、と

いうお話もしていただきました。 

乳幼児教育相談では、乳児期から心身の健やかな成長を目指し、保護者を支援してまい

ります。 

 永福分教室  

～ 幼稚部 さつまいもほり ～ １０月９日（火） 

5月に苗を植え、育ててきたさつまいもの芋ほりをしました。 

「大きくなっていますように」と願いを込めて、畑の前で大き

な声で『おいもごろごろ』の歌を歌いました。長く伸びた蔓を

たどり、土を掘ると、さつまいもが出てきました。さつまいもを

たくさん見つけようと、手や顔を黒くしながら、一生懸命に土を

掘りました。大きなさつまいもや小さなさつまいも、細いさつま

いもや面白い形のさつまいも、様々な形のさつまいもが、57 個採

れました。 

採ったさつまいもはみんなで調理しておいしく食べました。 

 

～ 幼稚部 秋の遠足 ～  １０月１８日（木） 

 秋晴れの暖かく気持ちの良い天候の中、小金井公園へ秋の遠足に行ってきました。 
  
公園までは、公共のバスに乗りました。1年生は遠足の事前学習

でバスを作り、バスごっこを通してバスに乗る練習をしてきました。

バスの中は混雑していましたが、２、３年生は静かに乗ることがで

きました。３年生が、１、２年生に座席を譲る様子も見られました。 

公園では、いつもお散歩で行く公園にはない、ダイナミックな滑

り台やアスレチックに挑戦して遊びました。園内には、他校の子供

もたくさんいましたが、順番を守って遊具で遊ぶことが

できました。ターザンロープは友達が乗る際には、ロー

プを持ってあげるといった、子供同士協力して遊ぶ姿や、

これまで一人では乗ることができなかった幼児が、一人

で乗れるようになる姿が見られました。 

また、コスモスを見たり、どんぐりを拾ったりと、秋

の自然を全身で感じた一日となりました。 
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５ 携帯
けいたい

電話
で ん わ

（ガラケー・スマホ）について  

①  学校・通学時は、カバンやリュックの中に入れておきます。 
②  下校時の保護者へのメールは、教室で行ってから、下校します。 

③  登下校のときは、保護者とのメールや通話のやりとりだけできます。 
 

④  携帯電話を持ってくるときは、はじめに、学校の許可が必要です。 
  

⑤  子ども同士のメールアドレスの交換は、禁止です。 
⑥  ＬＩＮＥ・facebook・ツイッターなどＳＮＳの利用は、禁止です。 

⑦  ＤＳやインターネットゲームのチャット・メールも、禁止です。 
 

⑧  平日・休日ともに、利用時間は、１時間以内。 
夜は、２０：００までとします。 

⑨  自宅でスマホを使わない日を作ろう。週２日は、使用しない。 
⑩  必ずフィルタリングを付けて利用しよう。 

 
⑪  困ったときは、保護者の人や先生に相談しましょう 

⑫ 知らない人からメールが来たら保護者に相談する。 
⑬ 写真機能を使ってよいのは保護者と一緒のときだけです。 

 

 

 

 

 

 登下校の安全のために ～不審な人に声をかけられたら～ 
 

最近、登下校中に、児童が見知らぬ人に声をかけられることがありました。警察署に連絡したところ、交

番での見守りを強化するとともに、１１０番通報をしてくださいとのお話をいただいています。 
 
校外で不審者に遭遇した場合の対処方法は、まずは、学童擁護員や近くのお店の人などに助けを求め、安

全を確保することが大切です。子供たちは、セーフティ教室等で、対応の仕方を学習しています。 

学校としては、不審者の情報が入り次第、警察に通報し、対応をお願いしています。学校でも、児童から

詳しく状況を把握し、警察と協力して対応しています。不審者の情報は、児童・保護者からのもの以外に、

警視庁や自治体からのメールでも収集しています。 
 

御家庭でも対応の仕方を話し合ってみてください。もし御自宅の近隣で遭遇した場合には、警察に１１０

番通報することをお願いいたします。 

 

『子ども・保護者・先生のための学校ルールブック』 

（大塚ルール）を もう一度お読みください 
大塚ろう学校では、学校生活を安全でお互いに気持ちよく過ごすための約束を、「学校ルールブック」と

してまとめ年度当初にお配りしています。この中に、携帯電話やＳＮＳについてのルールも示しています。 

携帯電話（スマートフォンを含む）を正しく使えば、便利で確実な情報通信ができますが、誤った使い方

をすれば、「いじめ」やトラブル、「犯罪被害」にもつながる恐れがあります。 

御家庭で、大塚ろう学校「学校ルールブック」をもう一度、読み合ってください。 

子供たちが正しく、節度ある利用ができるよう、保護者の皆様の見守り、声掛けをお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

冬休みが始まる前に、御家庭でも、ぜひ再度チェックしてください。また、冬休み中に携帯電話やゲー

ム機を持たせる場合には、上記ルールがあることをしっかりお伝えください。 

※ こちらは、

大塚本校のルー

ルです。 

分教室ごとに

若干の表現の違

いがあります

が、子供同士の

やりとりは、 

全校でこのよう

なルールで進め

ています。 
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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 土 文化祭２日目（一般公開日）    

２ 日        

３ 月 振替休業日 安全指導日 児童朝会（小） 
安全指導日 交流保育 

避難訓練 
安全指導日 朝会（小） 

４ 火 
安全指導日 小学部朝会 
パソコン教室（小３） 
文化祭頑張ったね会（幼） 

  身体計測 文化祭予行練習 

５ 水 身体計測(幼) 
歯磨き指導（幼・小６） 

昼休み交流（幼） 
  

６ 木 月曜授業(小) 理研 しゅわえもん   

７ 金 下校指導（幼）クラブ（小高） 誕生会（幼）  
文化祭前日練習 

13:30 下校（幼） 

８ 土 土曜学習教室   
文化祭（一般公開日） 

幼稚部給食なし 12:00下校 

９ 日         

10 月 

藤原先生と遊ぼう(幼) 

歯科指導（小） 

パソコン教室（小４） 

朝集会（小） 

ランチルーム給食（小）  
  振替休業日 

11 火 
避難訓練 補聴器調整日 

２歳児おわりの会(ひよこ) 
マラソン前検診（小）  

補聴器調整日  

身体計測・視力検査 

０才児お楽しみ会（ひよこ） 

12 水 
誕生会(幼) 

パソコン教室（小３） 

昼休み交流（幼） 

手洗い教室（幼・小３４） 
誕生会 補聴器調整日 クラブ（小高） 

13 木 １歳児おわりの会(ひよこ) 

健康相談 SSW 

補聴器調整日 委員会（小） 

パソコン教室（小） 
 

補聴器調整日 

保護者講座（ひよこ・幼） 

14 金 
パソコン教室（小３） 
わくわく班活動（小低） 
クラブ・委員会（小高） 

避難訓練   

15 土  土曜学習教室   

16 日       

17 月 
小学部朝会  

パソコン教室（小４） 
租税教室（小高）   

健康相談 

お楽しみ会（ひよこ） 

18 火 
補聴器調整日   

お楽しみ会(ひよこ) 
  誕生会（幼） 

19 水 
ALT来校日（小３～６） 

 

マラソン大会 保護者会（小） 

読書力テスト（小） 
お話会（小）昼休み交流（幼） 

手話学習会 委員会（小高） 

20 木 
わくわく給食・わくわくドッ

ジボール大会（小低） 

補聴器調整日  委員会（小） 

お楽しみ会（幼） 
そらまめスポーツ大会（小） 

お楽しみ会（ひよこ） 
補聴器調整日 避難訓練 

21 金 冬のお楽しみ会（幼） 

13:30 下校（幼） 

マラソン大会予備日（小） 

クラブ（小） 
お楽しみ会（幼） 

デフサッカー教室 

お楽しみ会（幼） 

22 土 土曜学習教室    

23 日 天皇誕生日 

24 月 振替休日 

25 火 
おわりの会 11:40下校（幼） 

短縮授業 13:40下校（小） 

おわりの会 11:40下校（幼） 

短縮授業 13:40下校（小） 

おわりの会 給食なし 

11:40 下校 

おわりの会 11:40下校（幼） 

短縮授業 13:4５下校（小） 

26 水 【冬季休業 始】 

27 木     

28 金         

29 土         

30 日         

31 月         

安

  

＊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） 
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