
  

新しい時代に向かって 

桜も咲き誇り、すがすがしい春、新しい年度を迎えました。お子様の進級、進学、おめでとうござい

ます。 

今年は、元号が「平成」から「令和」に変わります。「令和」は、まさに今の子供たちが成長し、活

躍する時代になります。子供たちが、これからの時代に向かって、一人一人のよさを発揮して花開くよ

う、大塚ろう学校でのたくさんの出会いと学びを通して、豊かに成長してほしいと願います。 

 

さて今年度は、大塚本校、城東分教室、城南分教室、永福分教室の４つキャンパス合わせて、総勢 203

名でスタートします。幼稚部 3 歳児クラスに 20 名、4 歳児クラスに 2 名を迎え、小学部には 24 名の新

入生と 2 名の転入生を迎え、大塚本校、城東分教室、城南分教室でそれぞれ１つずつ学級数も増えます。 

今までに増して、活気ある学校になると思います。 

私も大塚ろう学校に着任して２年目を迎えます。昨年度一年間、子供たちが毎日の学習や経験の積み

重ねにより、心も体も、言葉も、着実に成長する姿をみて、とても感激しました。この学校で、子供た

ちに出会えてことを心から感謝しております。 

子供たちの毎日の通学や学校生活を支えるために、保護者や御家族の皆様には、たくさんの御協力を

いただいています。また、地域、関係機関、専門家の皆様のお力添えや応援があり、大塚ろう学校は 94

年目の春を迎えることができています。 

 

大塚ろう学校の教育は、今年度も引き続き、豊かなコミュニケーションを基盤に、「日本語」「学力」
「社会性」「健康」を身に付け、将来の社会参加と自立を目指してまいります。 

 今年度の学校経営計画については、４月の保護者会（大塚本校：小学部 4/16・幼稚部 4/24、城東：4/24、

城南：4/17、永福：4/18）で改めてお知らせしますが、大塚ろう学校は、子供たちにとって、次のよう

な学校であることを目指してまいります。 

 

 

 

 

 

 

具体的には、「学びに向かう力を育む」をテーマに研究を進め、質の高い保育や授業を目指します。

10 月 31 日には、関東地区聾学校研究会の定例研究会が大塚本校で開催されますので、全校あげてより

よい授業づくり、適切な指導の在り方について、教員が深く学んで力を発揮していきたいと存じます。 

また、中学部以降の自らの進路を適切に選択できるよう進路学習の充実を図ること、さらに、新しい

学習指導要領の全面実施を翌年に控えているので、個別指導計画の様式や内容の改善に取り組み、分か

りやすくねらいを絞ったものにしていきます。 

 

子供たちの心が豊かに育ち、日本語の基礎を身に付け、学習に生かして学ぶ力を育んでいけるように、

教職員一同、誠心誠意努めてまいります。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

     

平成３１年４月 8 日 

  校長 朝日 滋也 

○ 一人一人が大切にされ、安全で、安心して学校生活を送ることができる学校 

○ 楽しく充実した活動の中で一人一人が学び、心豊かに成長することができる学校 

○ 教員が子供にしっかり向き合い、保護者からの信頼を得ながら、 

専門家や地域・関係者と共に、チームとして子供を育てる学校 
 

 



大塚本校 
平成３１年度は幼稚部１年生に９名、２年生に２名、小 

学部１年生に１４名の新入生と２名の転入生を迎え、幼稚部 

３３名、小学部８０名、計１１３名でスタートします。 

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

城東分教室 
分教室の窓を開けると、交流校の第四大島小学校の桜が、 

大きな絵のように咲き誇っています。 

今年度は、幼稚部１年生に２名、小学部１年生に８名の新  

しいお友達を迎えました。幼稚部１４名、小学部２５名、計 

３９名の下町っ子のパワー全開、仲良く元気に頑張ります！ 

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

城南分教室  
 今年もプールにはおたまじゃくしが生まれ、中庭には、 

たくさんの花が咲き始めました。 

 今年度は、幼稚部１年（りす組）４名、２年（ぱんだ組） 

２名、３年（らいおん組）３名、計９名でスタートです。 

数年ぶりに３学年そろい、にぎやかな毎日になりそうです。 

 今年度もどうぞよろしくお願いします。 

永福分教室  
平成３１年度は幼稚部１年（りす組）に５名を迎えて、計 

１８名、小学部１年生に２名を迎えて計２４名、総勢４２名  

でスタートします。新しいお友達や先生方と力を合わせて、  

元気いっぱい笑顔いっぱいの 1年間にしたいと思います。 

今年度もどうぞよろしくお願いします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年度 教職員の異動等について 

 

経営企画室  本年度も、よろしくお願いします。 
 

【申請書類について】  ◆４月１５日～１９日の期間に提出してください。 

① 平成３１年度の就学奨励の受給にかかる(変更)申請書 

   （在校生については、就学奨励費の受給にかかる届出書に記名押印したもの） 

② 交通調書  ③ マイナンバー申請書類 
 

【４月の学校徴収金引落し日が変わります】 ◆口座への御準備をお願いします。 

  ○ 初回引落し日は４月１０日(水)、再引落し日は４月２３日（火）です。 
 

※ 今年度の学事担当：清成は聴覚障害のため、お問い合わせはメール 又は 

ファクシミリにて御協力いただければ幸いです。 

 



       平成３１年度 教職員の異動等について 

【退 職】  

主幹教諭        笹間 祥介 （再任用主幹教諭 都立大塚ろう学校） 

教諭         猪狩 宏美     

教諭       多田 大祐  

技能主任     増田 田鶴代（再任用終了） 

 

   【転 出】 

主任教諭     澤  あや子  → 都立立川ろう学校へ 

主任教諭     田辺 佳代子  → 都立清瀬特別支援学校へ 

主任教諭     永井 真詩路  → 都立臨海青海特別支援学校へ 

教諭       金田 愛    → 都立清瀬特別支援学校へ 

教諭       後藤 真紀   → 都立北特別支援学校へ 

教諭       黒田 勝    → 立川市立幸小学校へ 

主事       田中 昭子   →  都立北園高等学校へ 

主事       大関 徹也   → 都立文京高等学校へ 

主事       山川 尊史   → 都立桐ヶ丘高等学校へ 

技能主事        野坂 英夫      →  都立農芸高等学校へ 

障害者雇用支援員 永井 久美子  → 都立永福学園へ 

 

【昇 任】 

主幹教諭昇任   河田 義徳      

主任教諭昇任   信田 房代   秋山 佐喜子 

【転 入】 

         主任教諭      黒田 有貴   （都立立川ろう学校から）    

主任教諭      酒井 敦子   （小金井市立緑小学校から）   

教諭        森田 侑利   （都立永福学園から）      

教諭        畠山 洋平   （都立中野特別支援学校から）  

教諭        津田 清美   （都立葛飾盲学校から）  

       課長代理（昇任）  清成 幸仁   （都立練馬特別支援学校から） 

技能長       菅原 隆子   （都立王子第二特別支援学校から） 

技能主任      吉見 孝雄   （都立王子第二特別支援学校から） 

障害者雇用支援員  荒川 昇    （都立南花畑特別支援学校から） 

教育事務補助員   宋
そん

  和浩
ふ ぁ ほ

    （都立南花畑特別支援学校から） 

 

【育児休業復帰】    江川 麻貴    竹内 茜子 

 

 【新規採用】 

教諭       髙原 達也       （城東:期限付任用→正規採用）     

教諭       小俣 えりか      （城東:臨時的任用→正規採用）     

教諭       鶴田 佳菜子      （永福:臨時的任用→正規採用） 
 

教諭       岩田 能理子        教諭       新野 明弘                

教諭       松田 桜        教諭       田島 朋子               

教諭       髙峰 瑞穂       主事       小松 万璃 

【非常勤教員】   

岡庭 奈緒   （都立水元小合学園･主任教諭から） 

【臨時的任用教員】 

教諭       櫛田 優香（継続）   藤倉 美保   

         田上 奈都         江越 のりか   

 

【任期満了】  

・臨時的任用教員   柴田 睦子   坂本 圭祐   野澤 和子 

    ・非常勤教員    高杉 朝子   高宮 康市 

    ・障害者雇用支援員 佐々木美恵  ・教育事務補助員  木谷 亮太 

 


