
長ろう日記 

 

 

◇長野ろう学校の歩みを「長ろう日記」で紹介します。 

 

 

 

    ３月１８日（火）  卒業式・修了式 

   

  幼稚部３名の修了生、小学部５名、中学部３名、高等 

 部６名の卒業生が新校舎で初めての卒業式を迎えまし 

 た。４月から新しい生活が始まりますが、さらなる活躍を 

 期待して卒業生を送りました。 

 

    

 

   ご卒業おめでとうございます。自分の力を信じ、 

 あせらず、あわてず、あきらめず、一歩一歩前進 

 していってください。 

 

 

  

   ＜巣立ちの言葉＞  高等部３年生より 

 

   私たちは、本日、長野ろう学校を卒業します。 

   私たちは、両親、家族に支えられて１８年間長 

  野ろう学校に通うことができました。 

   いつも私たちを励まし、応援してくださり、あり 

  がとうございました。 

   ろう学校では、多くの先生方と出会い、友人と 

  過ごす中で、いろいろな経験をし、たくさんの思 

  い出を作ることができました。先生方、友との出 

  会いを決して忘れません。 

   卒業後、私たちは、それぞれの道を歩み続け 

  ます。どんなに苦しいことにぶつかっても。負け 

  ることなく、この学校での経験を生かし、乗り越 

  えて行きます。 

   皆さん今まで、本当にありがとうございました。 

 

             

     

    ２月１９日（水） 中学部手話学習会 

    

 テーマ 『今、あなたが はまっていること 夢中になって 

       ることは何ですか？』 

  「僕が絵を描くことにはまっています。そして、自分の過 

   去を振り返ってみることに夢中になっています。 

   自分にある記憶を探って、小さい頃遊んだことなどを 

   思い出しています。」  

    

   どのような手話表現をしたら伝わりやすくなるか、講 

  師の先生と一緒に考え発表しました。 

  

   



  

   １２月１６日（月）  クリスマス会 （寄宿舎） 

   

  年に一度、大いに盛り上がる寄宿舎のクリスマス会 

 が行われました。 

  ダンス（AKB48）で盛り上がり、、ゲーム（仲間さが

し）で盛り上がり、サンタさんからプレゼントをもらって盛り

上がりました。そして、クリスマスメニューは、ピザ・稲荷 

 寿司・ローストチキン・シーザーサラダ・コンソメスープ・ 

 フルーツパンチ、そしてケーキの豪華版。 

  「いただきます」の前にはクラッカーを鳴らし、シャンメ

リーで乾杯して大満足の一夜でした。 

  現在工事中の新しい寄宿舎と食堂は、来年１０月に完 

 成予定です。今までお世話になっている食堂で行われた 

 最後のクリスマス会でした。 

  

   

  

 

１１月２２日（金）  あきまつり  

       

  おみせやさんごっこ （幼稚部） 

 

 

    「いらっしゃいませ。二つえらんでね。」 

    「チョコとバナナにしよう。」 

    ～クレープやさんではトッピングが選べました～ 

    

学校公開の日。幼稚部は、近くの三輪保育園 

 の年少さん２０名を招待して、あきまつり＜おみせ 

 やさんごっこ＞をしました。お店には、手作りのカ 

 ラフルな品物が並びました。 

  年少組はアクセサリーやさん。（ビーズの指輪、 

 ストローのネックレスなど） 年中組はクレープや 

 さん。年長組はかみひこうきやさん。 

  店員さんは帽子やエプロンなどコスチュームも 

 ばっちり決まっていました。 

  「いらっしゃいませ。どれにしますか。」 

  「安いですよ。」 

  幼稚部の子どもたちの声を聞き、牛乳びんのふ 

 たのお金でお買い物をした保育園の子どもたち。 

 「指輪がうれしかった」「紙飛行機が楽しかった」 

 と感想を言ってくれました。 

  新校舎で初めてのおみせやさん。保育園のお 

 友達に来てもらったのも初めてでした。大勢のお 

 友達が来てくれたので、声がどんどん大きくなり、 

 売り方も上手になりました。 



   

  １１月８日（金）  高等部生徒会～レモンデイズ～ 

    

   長野市立山王小学校で、出前手話講座の活動を行 

  いました。５・６年生の皆さんとの活動でした。初めは自 

  己紹介をして、「聴覚障害とは何か」を知ってもらいまし 

  た。次に、グループに分かれました。まず、「手話とは何 

  か」を知ってもらうために、バースティチェーン（声を出

さ 

  ずに自分の誕生日を指で表現する）をやってもらいまし 

  た。皆さん、上手にできたようです。それから、手話をク 

  イズ形式で覚えてもらいました。皆さん、楽しめたようで 

  した。 

   高等部生徒会では、このように、希望に応じて学校や 

  施設等に出向き、手話を通して聴覚障害について理解 

  を深めてもらう活動を行っています。 

   相手の方々が喜んでくださる気持ちを感じ取れること 

  が生徒たちの励みになっています。 

   

                      

  

  ～高等部生の手話に集中して、みんなの気持 

   ちが一つになっています～ 

    

  １０月１９日（土） 

   学校創立１１１周年新校舎落成記念式典祝賀会 

    

  本校体育館で開催しました。児童生徒、保護者、同窓 

 生、来賓の皆様、工事関係の皆様と３５０名の参加者が 

 一同に介して和やかに行われました。 

  式典では、旧校舎の様子や改築工事の様子が映像で 

 紹介され、生徒代表が「この校舎で新たな歴史を作って 

 いく」決意が発表されました。祝賀会では、工事関係者へ 

 のお礼や、同窓生・関係者に懐かしい思い出を語ってい 

 ただきました。１１０周年記念タイムカプセルの開封もあ 

 り、一つ一つ歴史の節目が作られていくことを実感しまし 

 た。心温まる会となりました。 

  

 

    

  本校を大切に思ってくださっている皆さんの絆 

 の強さが会場にあふれていました。 

  皆さん、ありがとうございました。これからもよろ 

 しくお願いします。 

 



 

   １０月１９日（土）・２０日（日）  学校祭 

   

  「道～新たな歴史への第一歩～」 皆に共通している 

 道は、笑顔たっぷりの新校舎で一緒に学び生活する道。 

 全校の皆で学校祭を盛り上げよう！ 二日間、たくさんの 

 お客様に子どもたちの学びの成果を見ていただくことが  

 できました。                        

                            

      

        高等部演劇 「善光寺さん物語」 

  

   ＜来校者アンケートに寄せられた声＞ 

 

 展示 ・力作ぞろいで長い時間かけて、丁寧に真 

      剣に取り組んでいることがよくわかった。 

     ・聴覚障害について知ることができた。 

 音楽会・歌や合奏が合っていてすごい。 

      ・発表する子どもたちが楽しんでいる様子 

      がわかった。笑顔でよかった。 

 演劇 ・脚本、構成も流行語をうまく取り入れて 

     まとまっていて、最後まで見離せない好演 

     技。高等部の皆さん、素晴らしい。 

     ・地元の「善光寺」を取り上げてよかった。 

      善光寺の由来を知ることができた。 

     ・熱演に感動し涙が止まらなかった。 

 その他 ・みんな見てもらえることが嬉しそうで、 

        私も嬉しくなりました。 

     ・こんなに明るく温かみのある校舎ができ 

      て本当によかったです。先生方、子ども 

      たち、生き生き活動していました。また見 

      に来たいと思います。 

    

   ９月２５日（水）  学校祭プレ企画 

   

  学校祭に向けて、全校の子どもたちと職員が一丸と 

 なって準備を進めていくためのイベントが行われました。 

 縦割りの４チームに分かれて、「アート作り」「しっぽ取

り」 

 「大縄跳び」の３つのゲームを楽しみました。 

  高等部生と幼稚部生の微笑ましいかかわりの姿があち 

 こちに見られ、ほんわかした空気に包まれました。 

 

   

     

  

  今年の学校祭テーマは 

 「 道 ～新たな歴史への第一歩～ 」です。 

 

  

  

 学校祭は、１０月１９日（土）・２０日（日）です。 

  ステージ発表・・・音楽会（幼稚部・小学部・中学部）  

  演劇（高等部） 各部の学習展示 バザー等 がありま

す。 

  

 多くの皆様のお越しをお待ちしております。 



    

   ９月１２日（木）  小学部給食試食会 

   

  小学部参観日に、給食試食会を行いました。お父さん 

 やお母さんと一緒でうれしそうな子どもたち。いつもおいし 

 い給食ですが、いっそうおいしく感じられたようです。 

    

   ～おうちの方の感想から～ 

  ・ あまり残す子がいないことに少し驚きました。 

  ・ 大勢の姿を見ながら食べ、好きでない物も食べられ  

   る雰囲気がいいなあと思いました。 

  ・ お肉が歯ごたえがあり、あごをしっかり使って食べら 

   れると思いました。おいしかったです。 

  ・ いろいろな食材を使っていろいろな味の経験をさせて 

    いただけるとありがたいです。 

   

  

  

 

    ９月１１日（水）  安心安全の学校のために 

               （職員研修） 

 

  ２学期の始業式に校長先生から「相談力」を高めま 

 しょうというお話がありました。「一人で悩まず、誰かに 

 相談すると心が楽になったり、解決したりします。」「進 

 んで誰かに相談することは、生きていく大事な力になり 

 ます。」というお話でした。 

  このことを元に、職員もいつでも相談を受けられるよ 

 う日頃から、気を配り心を配ってしっかり子どもたちを 

 見守って行くことを確認しあいました。 

        

       

    

   ９月 ４日（水）  第２回避難訓練 

 

   地震の後、調理室からガス漏れが起きたという想定  

 で避難訓練が行われました。今回は、ベランダや屋外の 

 非常階段を使って校舎の裏に避難しました。新校舎での 

 二つ目の避難経路を経験し、もしもの時に備えていく方 

 法を学びました。また、給食は備蓄米のご飯でした。 

   

   

  

 

   

   (４月の避難訓練は、玄関前のロータリーに 

   避難しました。） 

 

  



   

  ８月２２日（木）   二学期始業式 

           ～校長先生のお話から～ 

 

   関東野球大会 ３位 おめでとうございました。 

   相手に続けて点を入れられる時がありました。そんな 

 時、選手のみなさんは「もうだめだ」とあきらめませんでし 

 た。仲間を信じ、声を掛け合って励まし合いながらプレー 

 を続け、何度もピンチを切り抜けました。 

  二学期は、自分の目当てに向かって努力し、実らせて 

 いく時です。難しくて苦労なことがあるかもしれません。 

 そんな時、選手のみなさんのことを思い出し、くじけない 

 で、粘り強く取り組みましょう。 

 

  二学期は、１１１周年と新校舎落成を記念する学校祭 

 があります。みんなで、よい二学期にしましょう。 

  

 

 

 

  

  

  

  ７月２６日（金）   関東聾学校野球大会壮行会 

             一学期終業式 

  

  新校舎での生活とともに、旧校舎の片づけや解体工事 

 の準備をしてきた一学期。学習とともに、部活動にも全力 

 で励んだ一学期。学校祭に向けた準備も、着々と進めて 

 きた一学期。７６日間の一学期が終了しました。 

 

  夏休みには、関東聾学校野球大会があります。終業式 

 に先だって壮行会が行われました。選手一人ひとりの目 

 標発表では、自分の技術や試合の勝敗だけでなくチーム 

 の成長をあげる生徒も多く、頼もしく思いました。。 

  さあ、夏休み！ よい夏休みを！！ 

  

  

 

 

  ７月１２日（金）～１４日（日）    

   関東聾学校卓球大会    

  

   関東甲信静地区の加盟校１８校、全校より２１１名の 

 選手が暑い熱い戦いを繰り広げました。長野校では、 

 小中高の児童生徒が運営・応援にかかわり、大会を支 

 えました。もちろん、卓球部の選手たちは力をすべて 

 出し切って、声援にこたえました。大観衆の前で試合を 

 し、喜びも悔しさも味わい、更なる目標を見つけました。 

 

  ご協力ありがとうございました。 

  

   

  



  

  ７月３日（水）・４日（木） 小学部 宿泊学習 

  

  小学部１年生から６年生まで、全員で宿泊学習に行き 

 ました。一日目は飯ごう炊さんをしました。班ごとに、分担 

 して火を起こしたり野菜を切ったりして、おいしいカレーラ 

 イスができました。 

 

    

  

  二日目は、魚つかみをしました。川の中のにじ 

 ますは、動きが早くて簡単にはつかまりません。 

 川の水の冷たさ、魚が足や手をすり抜けていく感 

 触、手で探りながら魚を追い詰めていくスリル感、 

 川の中の魚とバケツの中の魚の違い等五感をフ 

 ル活用！！さまざまな表情や、喜びの声と落胆 

 のつぶやきが飛び交い、にぎやかな体験でした。 

  

  ６月２２日（土） 第１回学校公開 

 

  新校舎になって、初めての学校公開日でした。 

  校外からのお客様、幼児・児童・生徒の家族、同窓生 

 等、２００名近くの皆さんが学校の様子を見に来てくださ  

 いました。 ※参加者アンケート結果はこちらから 

 

   

  

  午後は、PTA主催の講演会が行われました。  

  講師に早瀬憲太郎さんをお招きして、「心とこと 

 ばを育む」ために、とても参考になるお話をお聞 

 きすることができました。表現力豊かな手話と内 

 容に引き込まれました。 ※講演会記録はこちらから  

 

  早瀬さんには、小学部児童には『語りと絵本の 

 読み聞かせ会』を、中高生徒には講演会『夢を追 

 いかける』を行っていただき、全校が早瀬ワール 

 ドに魅了された一日でした。 

  早瀬さん、本当にありがとうございました。 

file:///C:/Users/ishii/Documents/H27-naganorou-HP/nagaro-nikki/h25.6koukaianketo.pdf
file:///C:/Users/ishii/Documents/H27-naganorou-HP/nagaro-nikki/h25ptadayori-4.pdf


  

  ６月１７日（月） 

 

  びりびりできるかな ～幼稚部 かみであそぼう ～ 

 

  ３歳児の子どもたちは、身近にある素材から、いろい 

 ろな遊びを広げています。親指とひとさし指でつまんで 

 「びりびり・・・」「ほら、ながいよ！」 

  おうちでやったら怒られそうだけど、「みんなでやろう」 

 と決めてやると、とっても楽しい。そして、指の運動にも 

 なります。もちろん、この紙は集めてビニールプールへ。 

 「かみプールだぁ！」 ドボ～ン。パラパラ～。 

  たっぷり遊びました。 

  

 

 

 ６月４日（火） 

  中学部生徒集会  ～新しく来られた先生のお話～ 

  

  中学部生徒会主催の生徒集会で、寄宿舎の先生のお 

 話を聞きました。 

  小学校の時から高校まで野球をやっていたこと、書道 

 が好きで得意なこと、大学時代に取り組んでいたことなど 

 を話していただきました。最後に得意なこと苦手なこと、 

 好きなこと嫌いなことなど何でもチャレンジしてみること 

 が大切だということを聞きました。 

  学校の中で一番年齢の近い先生からのお話に、真剣 

 に聞き入る生徒たちでした。これからの生活に参考にな 

 ることがたくさんありました。 

 

  

  ５月２０日（月）～２３日（木） 

    高等部修学旅行 in沖縄  めんそ～れ！ 

  

   沖縄の自然、風俗、遺産、そして平和学習のため 

 ３泊４日で、高等部２・３年生合同で沖縄へ修学旅行 

 に行って来ました。 （↓ 美ら海水族館より 

 

（↑ 糸数壕より） 

 

 沖縄は梅雨に入っていましたが、日頃の行いがよか 

ったのか＾  ^ 計画した見学地及びマリンスポーツなど 

貴重な体験をすることができました。特に、平和学習と 

して訪れた場所では、感慨深く平和を祈る思いが強くな 

りました。 



 

   ５月２２日（水） 

 

  小学部交流運動会の練習 

 

  交流提携校の城東小学校との運動会に向けて、特別 

 時間割期間の２週間は、毎日練習に通っています。  

  応援団長も両校から出ています。リレーの選手になっ 

 た児童は、毎朝リレーの練習にも参加しています。 

  ３年生は、学年種目「トルネード」で作戦会議をしまし 

 た。どうやったら早くコーンを回って来られるか、ろう学 

 校児童に伝えることにも気を配りながら話し合いをして 

 いました。 

  運動会は６月１日（土）です。  

  ５月１６日（木） 

 

  陸上記録会（中学部・高等部） 

 

  毎年、東和田運動公園陸上競技場で記録会を行っ 

 ています。今は校舎改築中で校庭がないので、広い 

 場所で運動する時間が足りません。バスで運動公園 

 まで移動して体育の授業をしています。 

  仲間と競い合うこと、自分と向き合い最後まであきら 

 めないこと等を目あてにしながら、それぞれが記録更 

 新を目指して頑張りました。 

 

 

   ５月８日（水） 

  

  幼稚部のお庭 

   

  ４月はまだ工事中だったお庭がやっと使えるように 

 なりました。 

  「これ、のろうよ。」 

  「うん、しゅっぱあつ！」 

 

  子どもたちの元気な声に誘われて、こいのぼりも元気 

 に泳ぎ出しました。 

 



  

  ４月５日（金） 

  

  初めての入学式･始業式 

 

  新校舎の新体育館で初めての入学式が行われました。 

  新しい友だち、新しい教室、新しい先生。 

  新鮮な気持ちで新学期をスタートしました。 

  これからこの新しい校舎にどのような歴史が刻まれて 

 いくか楽しみです。 

  今年、１１１周年を迎える本校にとって、今までの伝統 

 を大切に受け継ぎながらさらに歩んでいきたいと、心新 

 たに決意した入学式となりました。   

 


