
 

 

 

 

 

 

２学期開始！ 新たな気持ちで学び舎へ～               

いよいよ 2 学期の開始です。学校では、夏季休業中に

新校舎西棟の引き渡しが 7/31にあり、8月は荷物の搬

出・運搬・梱包・廃棄・各種据付等の工事・開梱、教室整備

等を行いながら、2 学期の利用開始に向け全校で準備を

進めてきました。 

 西棟の落成を祝ってＰＴＡから全学園生に！   

学期初め・新校舎利用開始の 9／２、ＰＴＡから全学園

生と全教職員にお祝いの品が贈られました。 

◆プレゼント１点目は、「祝！新校舎西棟落成」というタイ

トルで新校舎全景が印刷された記念クリアファイルです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖電気工業（株）グループの特例子会社「（株）OKI ワー

クウェル」の障害のある在宅雇用社員デザイナーの方が、

学園応援マスコット「こうちゃん」「めいちゃん」もデザイン

してくださったそうです。 

◆プレゼント2点目は、新校舎の色にマッチしたレモン色

の記念クッションです。レモンの葉に結びつけられたタッ

クには右上のメッセージがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 KOMEI 新校舎落成記念 

PTAから新校舎落成記念品を贈ります。 

新しい校舎で活躍の場を広げましょう。 

新しい校舎で自分たちの夢を叶えましょう。 

新しい校舎で輝く未来を目指しましょう。 

令和元年 9月吉日 光明学園ＰＴＡ 

＝記念品準備担当 S部門中D・高Eグループ作業班＝ 

このプレゼントは、ある企業さんからの無償協力をＰＴ 

Ａが学校に取り次いでくださり、実現しました。 

ＰＴＡと作業班の学園生の皆さんに感謝いたします！ 

※尚、在宅訪問や病院訪問の皆さんには、2 学期最初の

授業日に担任の先生が記念品をお届けます。 

横断幕第３弾！バージョンをお披露目！     

西棟完成に伴い、始業式は西棟 1階の体育室において、

小と中と高の３部構成で開催する形に移行しました。 

今回の始業式では、Ｂ部門中学部生と高等部生（美術選

択者）が共同デザインした学園横断幕青バージョンが初

お披露目されました。 

（写真はテニスコートで完成品確認中の様子！） 

校章と学校名ロゴ以外はオリジナルデザインです。 

「多様性を認め合おう！  “Ten Persons, Ten 

Colors”.」もＢ部門学園生が考えたメッセージです！ 

背景の赤富士と青海波は浮世絵からインスパイアしたそ

うです。右上の青い空を羽ばたく白い鳥は、「青春」を表

しているそうです。これまでの赤・白バージョンと合わせ

て、学校行事、部活動、ＰＴＡ活動等で御活用ください。 
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 西棟利用開始に伴う変更点やお願い＜抜粋＞       

登下校補助員の配置 Ａ棟中庭の駐車場から登下校され

る方のために、登下校の時間帯に登下校補助員（1～2名）

が道路横断して連絡口に待機し、段差を越える等のお手

伝いをする等、安全に横断できるように支援します。 

スクールバスの登下校時間に準じた下記の時間帯に、 

西棟とＡ棟の間を通る公道付近に立って、自動車・自転 

車等の接近の有無等を確認し、安全に横断できるよう誘 

導します。また、通行の際に、車いすの操作に支援が必要 

な場合は、お手伝いします。 

一目で分かるよう黄色いビブスを着用していますの 

で、必要な時はお声掛けください。 

登校補助員の配置時間 

登校時  （月～金）        ８：３０～１０：００ 

下校時  （月～水、金）     １３：４５～１６：１５ 

       （木）          １５：１５～１６：１５ 

      （Ｂ便の日）       １３：４５～１４：４５ 

      （Ｃ便の日）       １１：３０～１２：３０ 

正面玄関の変更 北側校舎が工事エリアに入るため、従

来の正面玄関は使用できなくなります。新たな正面玄関

は、南側バスターミナルの自動ドアに接するスロープ口

です。元の校長室が経営企画室となり、外来者等来校者

の受付もこちらになります。Ａ棟1階の教室がＳ部門職員

室、Ａ棟２階はＢ部門各教室となり、つきあたりの教室が

Ｂ部門職員室となりました。 

Ａ棟は外靴ＯＫ このＡ棟ゾーンは、多くの高校の様に、外

靴で入れます。体育館は内履き使用です。 

西棟は西棟玄関から上履きで 寄宿舎に近い方に西棟玄

関があり、ここが西棟の正規の出入口となります。玄関に

は、来校者用靴箱やスリッパも用意しています。 

スクールバス昇降口 西棟にはスクールバス乗降場に直

結したもう一つの出入り口があります。この昇降口には、

送迎保護者の皆様の下駄箱、スクールバス運行用の連絡

ホワイトボードがあり、乗降の連絡を共有しています。 

保健室は西棟１階 保健室は西棟に移りました。養護教

諭・看護師は基本的にはこちらに常駐しています。 

また、保健室内の一角は、西棟の防災・安全管理システ

ムのコーナーとなっていて、火災探知機の発報等が遠隔

で把握できるようになっていますので、日中は副校長が

常駐している場合も多くなります。 

Ｂ部門看護室をＡ棟２階に新設 Ｂ部門職員室に隣接する

教室をB部門看護室として、Ｂ部門学園生の健康管理・健

康指導や休養に利用できるようにしました。授業中には

寄宿舎健康指導室の看護師が在室します。必要に応じて

養護教諭と連携を取ります。 

保護者控室はＡ棟2階に移転 ＰＴＡも良く利用されてい

る保護者控室が旧校長室（移転後の経営企画室）の上に

相当する、Ａ棟2階の教室に移りました。畳も敷き込み水

道設備もあります。移転作業は、ＰＴＡの役員や有志の方

が夏休み中にやり繰りをつけて、ボランティアとしてやっ

てくださいました。改めて感謝致します。 

 西棟：保護者見学会 9／4（水）11:10開始！    

国内最新の特別支援学校校舎の見学会です。両部門の

保護者の皆様、どなたでも御見学においでください。 

１１：１０に A 棟正面玄関前にお集まりください。スリッ

パを西棟玄関に用意しますが、上履きを是非御持参くだ

さい。各階の教室や主要設備等を御案内します。（別途、

御案内文書を配布します） 

尚、当日は体育館で中井貴絵さん方のグループをお招

きして「大人と子供のための読み聞かせの会」を１０：００

～１１：００まで行っています。併せて参観いただけます。 

（出演者の都合により、演目が「はだかの王様」から「お

おきなかぶ」に変更となりました。） 

 北棟工事 保護者説明会 9／20金10：00～    

9月 20日（金）、10時から寄宿舎プレイルームにて、

北棟改築工事に関する保護者説明会を開催いたします。  

北棟工事の開始に伴い、工事の概要（内容・規模・工期

等）を保護者向けに、施工業者及び工事発注者の東京都

財務局の担当者が御説明いたします。北棟には、職員室

やプール、体育館ができ、この他、西棟と空中歩廊で連結

します。令和3年11月竣工予定です。 

尚、9月から、B棟・C棟・S棟の解体準備作業が始まり

ます。工事車両が通行するようになりますが、児童・生徒

の安全には万全を期するので、御理解と御協力をお願い

いたします。 

（別途、御案内文書を配布します） 

Ｓ：第５６回関肢Ｐ「山梨大会」が開催！  

7／２８・２９の二日間、関東1都6県と新潟県・山梨県

のＰＴＡ加盟校が集い、保護者会員・教職員会員が共に学

ぶ場です。本校からは保護者会員の皆様、教職員会員は



副校長、教員、学校介護職員も参加して研修と共に様々

な情報交換ができました。 

Ｂ：第 60 回 全病連「宮城大会」が開催！     

8／１・２の二日間、全国病弱虚弱教育研究連盟の研究

協議会「宮城大会」について御報告します。全国から病弱

教育に関わる校長・PTA 保護者会員・教職員の総勢約

400人が集まり、講義や分科会等を通して学び合いまし

た。ＰＴＡの分科会では、本校ＰＴＡが御指名を受けて、開

校から今日までの併置校としてのＰＴＡの歩みを実践報

告しました。振り替えればあっというまでしたでしょうが、

激動の2年4ヵ月を俯瞰する良い機会となりました。 

準備に当たられたＢ部門保護者の皆様、ありがとうご

ざいました。 

Ｓ：第６２回全肢Ｐ「奈良大会」が開催！   

8／２２・２３、奈良市で約500名の加盟校の関係者が

集まりました。全肢Ｐ連会長であり、主催者の澤村本校Ｐ

ＴＡ会長の御挨拶で開会しました。医療的ケア体制の充実、

障害者の生涯学習推進、新学習指導要領に込められた理

念と教育指導について、様々な場面で意見が交わされた

充実した大会でした。 

Ｂ：第５６回 関病連「千葉大会」が開催！    

8／２３、千葉市で関東１都6県と甲信越3県の病弱校

が集いました。本校ＰＴＡはこの大会でも御指名を受けて、

「病・肢併置校、『光明学園ＰＴＡ』3 年目の夏、～歴史ある

二つの母体校ＰＴＡが一つになって～」をテーマに報告し

ました。旧久留米特支校を良く御存じの皆さんが参加さ

れていましたので、その後の経過を熱心に聞いてくださ

ったようです。準備に当たられたＢ部門保護者の皆様、あ

りがとうございました。 

Ｓ・Ｂ 新規採用教員の追加配置がありました！    

9／１付（9／2 勤務開始）で追加の教職員が配置され

ました。これを受けて、９／１（授業日としては９／２）より、

「Ｓ部門における指導体制」を変更します。 

学校介護職員の配置も併せて、次ページでお知らせし

ます。     

尚、東京都教育委員会からは、今後９月３日以降に更に

５名の新規採用教員の配置があると予告を受けていま

す。 

  

校長 田村 康二朗 

 

 報告：登下校シミュレーション                                   

８／２６・２９に全てのスクールバスを駐車して、教職員

と合同で登下校シミュレーションを行いました。バスの停

車の向きや位置の検証を行うと共に、バスターミナル内

の動線等を確認しました。バスターミナル内では昇降口

中央とバスの後方を通行します。 

西棟の前の道路の交通量を鑑み、安全にスクールバス

が運行するために、当面、教職員が誘導を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 予告：宿泊防災訓練             

 今年度は医療的ケアのある生徒も参加し、９月１３日

（金）から１４日（土）まで、宿泊防災訓練を実施します。ま

た、教職員による防災訓練も同時に開催します。詳細は、

９月７日（金）に防災訓練事前号を発行します。 

 中庭駐車場から西棟への移動ルート     

 スクールバス以外の方法（港区スクールカー・専用通学

車両・保護者送迎・福祉タクシー等）で通学される方は中

庭駐車場（一部の専用通学車両はＡ棟バスターミナル）で

の乗降となります。登校時は、①砂場のあった場所の横

のドア（中庭ドア：以後（ ）内に呼び方を記載します）から

入ります。②Ａ棟内を外靴のまま渡り、反対側のドアから

出てＡ棟に沿って通路（連絡通路）を通ります。③公道を

渡り、東京リハビリテ―ションセンター近くのスロープ

（南スロープ）を通ってスクールバスの後方を通ります。

昇降口を入って左側に、送迎の保護者様の下駄箱を設置

しました。どうぞ御利用ください。裏面を御覧ください。 

尚、下校時はこのルートの反対向きとなります。放課後

等デイサービスを利用する際も、同様のルートで教職員

が送ります。 

 

 

大型バスの入庫確認の様子 

マイクロバスの間の 

中央通路の様子。 

先方は昇降口。 



西棟スクールバスターミナルでの進行ルート  

 

指 導 体 制 の 変 更 等 に つ い て       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤点線に沿ってお進み下さい。下校時は反対向きとなります 

配置は以下の通りです。 

【肢体不自由教育部門高等部１年】 

【肢体不自由教育部門小学部４年】 

【産休の取得及び代替採用】 

部門・学部等 職 名 氏  名 

Ｓ部門 

高等部第１学年１組 

教諭 瓜生 暁男 

 

部門・学部等 職 名 氏  名 

Ｓ部門・ 

小学部第４学年担当 

教諭 藤原 大樹 

 

事 由 部門・学部等 職 名 氏  名 期日等 

出産休暇の取得 Ｓ部門・ 

小学部第３学年 

学校介護職員 張本 奈  々 ８／３１から休暇取得 

産休代替に対する 

補充 

Ｓ部門・ 

小学部第３学年 

学校介護職員 馬場 萌実 ９／１から勤務 

 


