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東京都立大塚ろう学校・学校通信 第１０号 

       大塚だより 
     

平成３１年１月８日 

  校長 朝日 滋也 

新しい時代を切り拓く 

新年明けましておめでとうございます。一人一人の子供たちにとって、豊かな学びとすこやかな成長

が見られる一年でありますことを願っています。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

今年は、平成から新しい時代に変わります。都立ろう学校にとって平成の３１年間は、大きな転換の

時代でした。 

昭和４０年以来、９校あった都立ろう学校は、平成１４年、１８年と統合・再編がなされ、平成１９

年には４校になりました。また、手話を授業に取り入れ、口話も手話も大切にしながら言葉や社会性を

育む教育に変わってきました。大塚ろう学校は中学部を閉じ、本校と分教室の４キャンパスの学校とし

て平成１８年度から新しい歴史を歩み始めました。 

幼稚部・小学部の早期教育を充実させ、一人一人がもてる力を発揮し、将来、力強く生きる力を身に

付けられるように、様々な特色ある教育に力を注いでまいりました。地域の皆様にはたくさんの御協力

をいただきました。中学部がないため、小学部の時代に自らの進路を考えることも、大塚ろう学校なら

ではの宿命です。将来への夢と目標をもって、毎日を大切に着実に学習や経験を積み上げていけるよう

に、進路指導やキャリア教育の充実が求められています。また、４つのキャンパスで学ぶことが、子供

たちへのメリットにつながるようにするため、一つの学校としてまとまって動くこと、それぞれのキャ

ンパスの良さを光らせることにも、様々な工夫を重ねてきました。 

こうした取組を進めるためには、保護者の皆様からは多大な御協力をいただきました。お子さんに寄

り添い、毎日の通学を支えてくださいました。子供たちが安全で楽しく充実した生活ができるよう、Ｐ

ＴＡや大塚クラブが組織的に支えてくださっているのも、平成に入っての大きな特色でした。 

 

このように、大塚ろう学校は、平成の時代に大きく変わってまいりました。その中で大切にしてきた

ものを継承し、更に子供たちにとって最高の学びの場、母校として誇れる学校になるよう、今年も教職

員一堂、頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

来年は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック 

大塚ろう学校の子供たちも、東京 2020 オリンピック・パラリンピックを参観します！ 
 
東京都教育委員会は、都内の公立・私立学校に通う子供たちに、本物のオリンピック・パラリンピッ

クの競技観戦の機会を提供する計画を発表しました。幼稚部は 5 歳児以上が対象ですが、小学部は全員

が何らかの競技を直接参観できるよう、大塚ろう学校も第一次の意向調査に、希望を出しました。 
 
また、都立学校では、世界の多様性を知り、様々な価値観を尊重することの重要性を理解するために、

平成 28 年度から「世界ともだちプロジェクト」を実施しています。大塚ろう学校は「アメリカ」「デン

マーク」「エリトリア」「インドネシア」「パプアニューギニア」の５か国について、本校、分教室で分

担しながら、これまで学習を続けてきました。 

大塚本校では、小学部３年生がこれまでの調べ学習をきっかけとして更に対象国の理解を深めたいと

考え、１月２８日（月）にアメリカ大使館との交流を行うこととしました。大使館の職員が大塚ろう学

校に来てくださるので、３年生もこの日に向けて「おもてなし」の準備をしています。直接的な交流を
通して、更に充実した学習や国際理解が深まることを期待しています。 
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◎ 大塚本校 幼稚部・小学部～   12月 1日（土） 

小学部 4 年生の和太鼓「天平太鼓」、5 年生の合奏「彼方の光」、6 年生の合奏「レ・ミゼラブル

メドレー」の音楽発表は、コンクールや総合文化祭の成果を自信に、迫力のある演奏ができました。 

校内のワークショップでは、3 年生が「ワールドファイヤースポーツパーク」、4 年生が「大地

震・・・あなたならどうする？」を行い、たくさんのお客様に楽しんでいただけました。 
 

幼稚部の劇「おおかみとこやぎ」は、大きな声で元気にセリフを言い、それぞれの役になりきっ

て頑張りました。小学部 1・2 年生の劇「たぬきのちょうちん」は、昔と今を行き来しながら、気

持ちの移り変わりを丁寧に演じることができました。5・6 年生の劇「人間になりたがった猫」で

は、魔法で人間の姿になったライオネルが、仲間と出会い、「恋」や「涙」を経験し、大切なこと

を学んでいく様子を演じました。 

文化祭を通して得たチームワークや感性、自信を、今後の学習活動に活かしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 城東分教室 幼稚部・小学部～文化祭～   11月 23日（金・祝） 

幼稚部は、リズム運動の動きを生かした劇「おたまじゃくしの 101ちゃん」。「文化祭を成功させ

よう」と、みんなで大道具を作り、舞台袖では声を掛け合って出番に備える姿が見られました。 

1 年生は「ドキドキするけどやってみよう」という自発性や意欲が芽生え、2 年生では「友達と

動きや台詞、歌声を合わせよう」と協調や共感する気持ちが育ち、そして 3年生では友達と思いや

考えを伝え合う中で、時には我慢をしたり折り合いをつけたりしながら協力してやり遂げることが

できました（自己主張や抑制）。文化祭で学んだことは、小学部以降の学びの基礎となります。 
 

小低部：個性豊かな仲良しの８人で「オズの魔法使い」を披露しました。学級や家庭、また登下

校中もお家の人とセリフを練習してきました。３年生がセリフや演技で１・２年生を引っ張ってく

れながらだんだんと８人がまとまっていきました。本番では役になりきることを楽しみました。 

小高部：「注文の多い料理店」の劇では、二人の紳士が娯楽としての狩猟の途中、道に迷い、西

洋料理店「山猫軒」を見つけ入りました。そこで出される様々な注文を自分たちの都合の良いよう

に解釈し、だんだん山猫の術中にはまっていくというおかしさについて、児童一人一人が宮沢賢治

の世界観を楽しみながらユーモアたっぷりに演じました。 

 

 

 

 

 

 

文化祭で学んだこと 
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◎ 城南分教室 幼稚部～  11月 17日（土）城南特別支援学校の城南祭にて 
 
『ももたろう』の劇を発表しました。ぱんだ組の３人が桃太

郎、鬼、犬の役で、りす組の２人は、猿ときじになりました。 

台詞の言い方や顔の表情、動き方など役に合わせた演技がで

きるように毎日繰り返し、練習してきました。体育館での舞台

発表で、大勢のお客さんが見ている中、みんな自分の役を精一

杯演じ、練習の成果を発揮することができました。 
 

◎ 永福分教室 幼稚部・小学部～   12月 8日（土） 

オープニングでは、幼児・児童全員で「さんぽ～永福文化祭バージョン」を手話ダンスで歌い、

踊りました。中部フェスタでも発表した小高による和太鼓演奏とダブルダッチの発表も行いました。 
 

 幼稚部の劇「きんのがちょう」では、２・３年生は劇遊びを繰り返しながら物語のイメージをも

ちました。お客様に見せることも意識しながら練習をし、本番では堂々と演じることができました。 

１年生は、自分の役の動きをよく分かって、楽しんで演じました。 

小低部による劇「１１ぴきのねこ ふくろのなか」では、大きくはっきりとした手話で演じるこ

とや、ダンスを友達と合わせることを目標に練習を重ねました。楽しい・悲しいの気持ちの演じ分

けが上達し、どの児童も役になりきって演じられました。 

小高部の劇「夢からさめた夢」は、「見

ている人を感動させよう」を目標に一人

一人が考え、表現しました。文化祭を通

して得た友達と協力して一つの作品を作

り上げる経験を今後の活動に生かしてく

れることを期待しています。 
 
 

 

 

小学部重複学級では、年２回の社会見学のうち、後期は様々な職場を訪れ、働いている様子を見

学したり実際に仕事を体験したりし、将来の自分の姿の想像につなげていきます。 

今年度は１月２５日(金)に大塚本校、城東、永福分教室の主に高学年が、御茶ノ水にある病院を

訪れて、職場見学と体験を行います。「三楽病院」は、東京都教職員互助会が建てた総合病院で、

公立学校の教職員がよく利用します。 

病院と聞くと、医師や看護師の職場と思われがちですが、昨春に「三楽サンライトサポート室」

ができ、都立特別支援学校の卒業生６名が就職して病院内の補助的業務を担っています。 

病院にはベッドメーキング、呼び出し機のクリーニング、各種書類の封入・発送など様々な仕事

があり、一部を体験します。また、挨拶や返事をしっかりすること、チームとしての協力、職場の

ルールやマナーを守ることの大切さも学び、これからの学校生活にも生かしてほしいと願います。 

 

 

 

大勢のスタッフが働いていることが子供たちなりに気付きくと良いと思います。 

 

◎「第７回日本学校合奏コンクール 2018全国大会グランドコンテスト」で「銀賞」と

「会長賞」を受賞しました。（２年連続）  

◎「第１４回全国聾学校作文コンクール」で小学部の５年生が、銀賞を受賞しました。 

◎ 平成３０年度東京都小学生科学展で、小学部５年生が学校代表として発表します。 

（1/12～1/14、お台場の日本科学未来館にて。本校児童の発表は 1/12、午前の部） 

 

働く実際を体験する －合同社会見学  

子
供
た
ち
の 

活 

躍 
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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 火 元旦 

２ 水     

３ 木     

４ 金  分教室閉庁日 分教室閉庁日 

 

分教室閉庁日 

５ 土     

６ 日     

７ 月 冬季休業終了 

８ 火 

はじめの会 給食なし（幼） 
安全指導日 短縮授業（小） 
11:40下校（幼） 
13:40下校（小） 

はじめの会 児童朝会（小） 
短縮授業（小） 
11:40下校（幼） 
13:40下校（小） 

はじめの会 

11:40下校 

はじめの会（幼）児童朝会（小） 
短縮授業（小） 
11:40下校（幼）  
13:45下校（小） 

９ 水 身体計測（小高） 

補聴器調整日 
昼休み交流（幼） 
城東特別支援学校との体育
交流（小高） 席書会 

安全指導日 
身体計測  
補聴器調整日 

安全指導日 

10 木 身体計測（小低） 補聴器調整日  
補聴器調整日 

交流流席書会（小５） 

11 金 
身体計測（幼） 

クラブ（小高） 
   

12 土 漢字検定③    

13 日     

14 月 新成人を祝う会    

15 火 
補聴器調整日 

書初め展（小）～2/13 
朝集会（小）  補聴器調整日 

16 水  昼休み交流（幼） 手話学習会 

書初め展～1/25 

委員会（小高） 

手話勉強会（ひよこ） 

17 木 月曜授業 補聴器調整日  
理研 避難訓練（けむり体験）  

パソコン教室（小４） 

18 金 
もちつき（幼） 
合同社会科見学(小 5) 
合同社会科見学(小 6) 

誕生会（幼） 漢字検定 
合同社会科見学（小５） 
合同社会科見学（小６） 

 合同社会科見学（小５） 

19 土     

20 日     

21 月 小学部朝会   身体計測 

22 火 
避難訓練  

補聴器調整日 
たこあげ（幼） 誕生会 保育園交流（幼２・幼３） 

23 水 
誕生会（幼） 

生活科見学（小１・小２） 
昼休み交流（幼）  クラブ（小高） 

24 木 
保育園交流（幼３） 

社会科見学（小４） 

社会科見学（小３） 

クラブ（小高） 
 

永福小との交流（小１・小２） 

パソコン教室（小３・小４） 

25 金 
委員会（小高） 

合同重複社会見学（小重複） 
合同重複社会見学（小重複） 図書館お話会 合同重複社会見学（小重複） 

26 土  土曜学習クラブ  土曜学習教室 

27 日     

28 月 
アメリカ大使館との交流（小３）

早瀬さんとあそぼう（幼） 
ランチルーム給食（小）   

29 火 入学相談日(幼) 
観劇（幼） 

四大小交流わくわくランド（小） 
観劇 観劇（幼） 

30 水 
生活科見学（小２） 
生活科見学予備日（小６） 

昼休み交流（幼） 
お話し会（小） 入学相談日 漢字検定③ 

 
31 木  

入学相談日（幼） 
避難訓練 委員会（小）  

入学相談日（幼） 
パソコン教室（小３・小４） 
すぎなみタイム（小） 

＊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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