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東京都立大塚ろう学校・学校通信 第１２号 

       大塚だより 
     

平成３１年３月１日 

  校長 朝日 滋也 

 

有終の美を飾る Crowning Glory 
 
大塚だよりも 12 号の発行となりました。この一年間、多くの方々に支えられ、大塚ろう学校の教育

もほぼ滞りなく、計画通りに進めることができました。3 月 15 日（金）には幼稚部の修了式、19 日（火）

には小学部の卒業式を挙行し、25 日（月）には今年度の全ての教育活動を終了させることになります。

一人一人の修了生・卒業生には、これまでの努力を讃えるとともに、支えてくださった保護者の皆様へ

の感謝の思いを込めて、修了証・卒業証書をお渡ししたいと考えます。 

 
「有終の美を飾る」の言葉どおり、子供たちはこの一年間で様々な成長の様子を見せてくれ、着実に

大きな階段を一つ登ることができます。担任が作成した個別指導計画や学校生活支援シート（個別の教

育支援計画）を読みましたが、一人一人の成長の姿が現実として書きこまれていました。 

2 月は、大塚本校に大勢の視察、見学の方がお見えになりました。見学の感想には「子供たちが生き

生きと活発に授業に参加している」「子供たちは前のめりになって話を聞き、活動している」「活発な対

話の中で、学んでいる」といったお褒めの言葉をいただきました。お客様がお見えで、いつもより積極

的になったのでしょうか。しかしながら、お客様の指摘を受け、改めて子供たちの様子をよく見ると、

なるほどこの一年で確かに伸びた、変わったと思える場面が節々にありました。 

大塚ろう学校は、授業の改善・充実が課題であり、全校挙げて「学びに向かう力を育てる」をテーマ

に研究に取り組んでいる最中です。子供たちが質の高い、深い「学び」を実現できるよう、教員間で試

行錯誤を繰り返しています。そのような中で、2 月・3 月のこの時期に、子供たちの成長の手ごたえを

感じることができるのは、教師冥利以外に何物でもありません。 

 

先日、学校運営連絡協議会で今年度の学校評価についての分析と検討がなされました。詳しくは改め

て 3 月の保護者会でお話をさせていただきますが、今年度から全児童に対して行ったアンケートでは、

「毎日の宿題を家の人に言われる前にやりますか？」の問いに 67％が「はい」と答えました。実は昨年

度までは、質問文に「家の人に言われる前に」の言葉はなく、96％の高い回答でしたが、今年はマイナ

ス 29 ポイントと下がってしまいました。ただし、このことを前向きに捉えれば、① 大塚ろう学校の

「3 分の２」の子供たちは、家庭学習に自主的に取り組んでいる。② 家庭の協力により、ほとんどの

子供たちが家庭学習を毎日行っていると言えます。しっかりと家庭でも学習する習慣は、保護者の皆様

の並々ならぬ御尽力があったからこそと、感謝の思いになりました。 

協議会の委員の方々からは、「大塚ろう学校は、以前はもっと宿題が出ていた」との御指摘もありま

した。一方、言葉を教え込むのではなく、自ら考えたり調べたりする工夫を凝らしながら宿題を出すよ

うにしている昨今の取組には、御支持をいただきました。教員に対し、宿題の確認や作成に多くの時間

を費やすよりも、授業や保育時に子供たちにしっかりと向き合い、そこで育まれる生きた言葉を確実に

押さえることを強く願っていらっしゃるとも御指摘いただきました。保護者の皆様と、同じ方向を向い

て教育ができていることを実感できました。 

 

「有終の美」。英語では Crowning Glory（最後を飾る栄光）と表現されるそうです。今年度残りわずか

の日々ですが、子供たちにとっても保護者の皆様にとっても、大塚ろう学校で学んでよかったと思って

いただけるように、最後の最後まで教職員一同、子供たちに向き合って指導を進めてまいります。 
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大塚本校 幼稚部 ～豆まき～ 

事前に赤鬼から手紙が届き、子供たちは、ドキドキ、ソワソワしています。鬼が来る日までに、

商店街の豆屋さん、魚屋さんへ買い物に行き、鬼が苦手な豆や、やいかがしを用意しました。鬼が

来ても立ち向かえるよう、新聞紙で作った豆で事前に豆まきの練習をし、準備万端にしました。 

2 月 1 日の豆まき当日は、怖くて泣き出してしまう

子もいましたが「鬼は外～」と大きな声で、鬼に豆を

投げることができました。鬼と「いい子になるよ！」

と約束した後は、福の神が登場。春風と一緒に豆を運

んで来てくれました。 

子供たちは、今年 1 年元気で過ごせるよう、自分の

年の数の豆を食べました。 

小学部 ～都立ろう学校 重複学級交流会～ 

2月 15日、全都立ろう学校の重複学級の児童が大塚本校に集まり、一緒にゲームをしたり、お

弁当を食べたりして楽しく交流をしました。本校の児童は、会場の飾り付けの準備や司会進行をす

るなど、頑張りました。 

「○○さんと楽しくお話しできた。」「○○くん

に相撲で負けた。すごく強かった。」など、他校

の友達もでき、また一つ思い出ができました。６

年生の間では「中学部で一緒に学ぶ友達もいるか

もしれない。」という話題で盛り上がりました。 
 

城東分教室 幼稚部・小学部 「伝統のこままわし大会 ～憧れの 投げごま～ 」 
  
 この時期、幼小合同でこままわし大会を行うのは、江東ろう学校時代からの伝統です。 

今年は、ぱんだ組と小学部４年生とのエピソードを紹介します。 
 
ぱんだ組の子供たちにとって、「投げごま」は初挑戦。コツをつかむまで、何度も練習に励みま

した。小学部４年生のお兄さんたちが披露してくれた技が起爆剤となり、「あんなふうに回してみ

たい」と練習が盛り上がりました。ひもの巻き方やこまの持ち方、投げ方も丁寧に教えてもらい、

迎えた当日。緊張しながらも４年生のサポートを受け、なんと全員が大成功！たくさんの拍手を受

け、笑顔がきらりと光る大会になりました。「手伝った幼稚部の子たちのこまが回って、自分のこ

とのように嬉しかった。」という大会後の４年生の感想に、小高部としての頼もしさを感じました。 
 
何度も練習に励む粘り強さに加えて、「憧れ」は子供たちの学びを促します。優しく教えてくれ

た４年生の姿は、ぱんだ組にとっては来年度、「年長」としてリーダーシップをとっていくときの

手本になるでしょう。４年生にとっては、幼

い子供たちへの関わり方を考える中で、思い

やりや寛容さ、役割意識といった道徳的価値

を自覚するよい機会になりました。 

「城東っ子」の優しさや仲間意識は、受け

継がれてきた「幼小のつながり」の育ちです。

これからもつながりを大切にした教育を進め

てまいります。 

 学びのひとこま －各キャンパスの活動から－ 
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４月には、それぞれ進学・進級を迎えます。おめでとうございます。これまでの成長や 

学びの成果、引き続き必要な配慮を、進学先・進級先にしっかりと伝えていきましょう。 

成長と共に、自分の願いは自分で伝えられるようにする視点も大切です。保護者の皆様と 

学校、関係機関が同じ方向を向き、それぞれの役割を果たし、お子さんの自立を支えていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
◆◇◆経営企画室から ◆◇◆◇◆◇◆ 
○ 学校徴収金の精算書・就学奨励費の支給明細（３月分）は３月２２日前後に配布予定です。 

○ 来年度（４月）に提出していただく書類、４月からの学校徴収金のお知らせ等を封筒にまとめ、 

３月上旬にお配りします。内容を御確認いただき、提出期限に間に合うよう御準備ください。 

○ ４月１日（月）は新年度学校徴収金の初回振替日です。 

４月は金額が大きいので、ゆうちょ銀行の残高確認をお願いします。 

学びをつなげる  
－ 学校生活支援シートの引継ぎ － 

 

平成 31 年度【改元・元年】 進学・進級 

２
月 

・ 

３
月 

 

４
月 

・ 

５
月 

保護者・本人の役割 

① 2 月。学校生活支援シート・ 

「保護者アンケート」に記入。 

「思いや願い」を現担任に伝えて 

ください。 

 

② 2 月下旬～3 月。担任との面談で、 

30 年度版の「学校生活支援シート」

を確認してください。 

よければ署名し、受領してください。 

写しは担任が預かります。 

 

③ 御自宅の 

「学校生活支援ファイル」 

に保管をお願いします。 

 

学校（現担任）の役割 
 

★「保護者アンケート」を基に、 

平成 30 年度版の 

「学校生活支援シート」を作成。 

 

★ 新担任に引き継ぐため、 

平成 31 年度版の 

「学校生活支援シート」（案） 

を作成。 

大塚ろう学校内の進学・進級生 
 

④ ５月、新担任との面談で平成 31 年度版の 

「学校生活支援シート」（案）を確認し、 

変更内容等があれば、伝えてください。 

 

⑤ 修正された「学校生活支援シート」を 

「学校生活支援ファイル」に保管して 

ください。 
 
⑥ 必要に応じ、関係機関（主治医、支援機関、

副籍の交流校等）に持っていくなどして、

御活用ください。 

 

 

 

小学部６年生の保護者には、 

２月に御提出いただいた 

「保護者アンケート」を 

お返しします。（進学先用） 
 
★４月まで保管してください。 

 

 

 

他校・中学部への進学生 
 
④ ４月、進学先の学校へ、 

「保護者アンケート」をお渡しください。 

 

⑤ 進学先の学校で面談等をし、新年度の 

「学校生活支援シート」を相談しながら

作り、受け取ってください。 

面談には、今までの資料が入っている 

「学校生活支援ファイル」を持っていく

とスムーズです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つ・な・ぐ 

中学部では、
○○を頑張
りたいです。 

保管 



4 

 

 

 

 曜日 本校 城東分教室 城南分教室 永福分教室 

１ 金 

安全指導日 ひなまつり（幼） 

幼稚部入学許可予定者発表 

幼稚部入学説明会  

わくわく班ドッジボール大会（小低） 

安全指導日 ひなまつり（幼） 
幼稚部入学許可予定者発表 

児童朝会（小） 

安全指導日 保育園交流 

ひなまつり（幼）   

幼稚部入学許可予定者発表 

幼稚部入学説明会 

安全指導日  理研 

ひなまつり（幼）   

幼稚部入学許可予定者発表 
朝会（小） 

２ 土     

３      

４ 月 
身体計測（幼） 

小学部朝会 
幼稚部入学説明会 避難訓練  身体計測 幼稚部入学説明会 

５ 火  身体計測（幼） 補聴器調整日 補聴器調整日  

６ 水 
修了式予行（幼３） 

真性寺縁日（小３）  

修了式予行（幼３） 

ＡＬＴ（小４～小６） 
修了式予行（幼３） 

修了式予行（幼３）   

クラブ（小高）  

７ 木 
全体保護者会（小）お別れ会（小） 

学年保護者会（小１・２・３・５） 

なかよし班大掃除（小） 

二分の一成人式（小４）  

保護者会(学級保護者会)（小） 

すぎなみタイム（小） 

ひよこ終了式 

８ 金 
臨時保護者会（幼）誕生会（幼） 

卒業式予行（小５・６） 

理研 手話勉強会（ひよこ） 

卒業式予行（小） 
 

お別れ会（幼）  

卒業式予行（小５・６）  

９ 土     

10 日     

11 月 学年保護者会（小４） 避難訓練  誕生会（幼） 

12 火 補聴器調整日 
お別れ会（幼） 

児童会役員選挙（小） 

お別れ会 

 

お別れ散歩（幼）  

幼小合同保護者会 

13 水 
SSW 
お別れ会（幼） 

 

補聴器調整日  昼休み交流（幼） 

お別れ会（小） お話し会（小）   

合同・学年保護者会（小） 

手話学習会 

全体保護者会 

手話勉強会（ひよこ） 

身体計測 

委員会（小高）  

14 木 
お別れ会（乳相） 健康相談 

補聴器調整日 

補聴器調整日  

絵本読み聞かせ（ひよこ） 

委員会（小） 

 
補聴器調整日  

6年生を送る会（小） 

15 金 
修了式・11:40 下校（幼） 

委員会（小高） 
修了式・11:40 下校（幼） 修了式・11:40 下校 修了式・11:40 下校（幼） 

16 土     

17 日     

18 月 
13:30 下校（幼） 

短縮授業・13:40下校（小） 

13:3０下校（幼） 

短縮授業・13:40下校（小） 
13:30 下校 

13:3０下校（幼） 

短縮授業・13:45下校（小） 

19 火 
13:30 下校（幼） 

卒業式（小） 

13:40 下校（小１～５） 

13:30 下校（幼） 

卒業式（小）13:40 下校（小１～

５） 

13:30 下校 

13:30 下校（幼） 

卒業式（小） 

13:45 下校（小１～５） 

20 水 
13:30 下校（幼） 

14:40 下校（小１・２） 

15:30 下校（小３～５） 

13:30 下校（幼） 

通常下校（小） 
13:30 下校 

13:30 下校（幼） 

通常下校（小） 

21 木 春分の日 

22 金 
11:40 下校（幼・給食なし） 

短縮授業・13:40下校（小） 

11:40 下校（幼） 

短縮授業・13:40下校（小） 

ランチルーム給食（小） 

11:40 下校（給食なし） 
11:40 下校（幼・給食なし）  

短縮授業・13:45下校（小） 

23 土     

24 日     

25 月 
幼稚部終業式 小学部修了式   

給食なし 11:40下校 

幼稚部終業式 小学部修了式 

給食なし 11:40下校 

幼稚部終業式  

給食なし 11:40下校 

幼稚部終業式 小学部修了式   

給食なし 11:40下校 

26 火 春季休業開始 

27 水     

28 木     

29 金     

30 土     

31 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） 


