
 

 

 

 

 

 

元号が令和と代わり、西棟が落成し、新たな開校記

念日の12／24も昨日迎えました。令和元年が間もな

く終わります。これからの節目に注目してみます。 

■今日は、本学園の開校から９９９日目！（明日で千日） 

■あと7日眠ると「お正月」！あと14日で第3学期！ 

■今日から85日後に高等部3年生が卒業！ 

■今日から90日後に本校小・中学部・分教室卒業式！ 

■今日から212日後に2020オリンピック開幕！ 

■今日から244日後にパラリンピック開幕！ 

新校舎体制で臨んだ「2学期」の実りを本日、通知

表に託して学園生にお渡します。結実に向けて伴走して

くださった御家庭の支えに感謝申し上げます。新しい年

の一層の成長を御期待ください。 

皆様、良い年をお迎えくださいませ。 

光 明 学 園 通 知 表 を 御 覧 く だ さ い ！ 

終業式日に学園生御本人にお渡しする光明学園通知

表では、「学びの2学期」の学習内容とその評価を、で

きるだけ本人に伝わるように、各担当教員が力を注いで

記載しています。御家庭に持ち帰りましたら、改めて保

護者から通知表を読み上げて頂き、学習に向かう意欲や

学習を通して輝いた姿を見出し、称えてください。 

「通知表を終業式日前に早めにほしいのですが…」との

御相談をいくつか頂戴しましたので、そうした取り扱い

についてこの紙面で御説明します。 

通知表は学期中の授業日数、出席・欠席日数等を事実と

して表紙に記載し、学期全般の学習成果と併せてお知らせ

する期末レポートです。よって学期途中に記載を確定する

ことができない性格の文書です。（例えば期末より早くお

渡ししますと、その後に臨時休業日が発生した場合、記載

した授業日数が誤りとなってしまう事もありえます。） 

そのため学期末の終業式日以降にお渡ししています。諸 

事情で終業式当日に出席されない学園生に関しては、終業

式日以降に学校でお渡ししたり、郵送等でお届けしたりす

る形になります。但し訪問学級生につきましては、終業式 

 

 

 

 

 

 

となる日は個々に異なるので、本校・分教室での終業式日

以前の個別の終業式日にお渡しする場合があります。 

 学園生の 2 学期の輝きを称えます！   

 学期末は、「学びの収穫祭」。賞状やメダルの授与、検

定合格者の紹介。既にお知らせ済の学期初めの頃の活躍

も、この時期に皆の前で再度紹介し、学園生皆で喜びを

分かち合うことで、次の意欲へとつなげていきます。 

＜2019ひまわりのせいくらべ＞  

9／８（日）開催の万田酵素(株)主催・尾道市教育委員

会後援の「ひまわり栽培コンテスト」に本校S小Hグ

ループが学校代表として応募し、全国の小学校1349

校中、第63位で入賞「みあげるようになったで賞」

を受賞しました。ひまわりの高さは３ｍ30㎝でした。 

B:＜:ロボットプログラミング選手権 関東甲信越地区大会＞  

10／１８（金）、全国の院内学級も含めた病弱特別支

援学校の児童生徒がエントリーできる「ロボット相撲ジ

ャパンカップ」の出場権を競う地区大会に参加しまし

た。光明学園からのエントリー、分教室・病院訪問合同

のチーム「そよ風」は惜しくも第8位。本校Ｂ部門合

同チームは第4位に入り、全国大会出場決定です。 

＜自薦図書のPOPコンテスト＞ １１/９（土）、都立

特別支援学校読書活動推進事業として、有楽町の東京国

際フォーラムで開催された「私の推薦図書自作ＰＯＰコ

ンテスト」で観客の投票による名ポップ十選に「Ｓ小Ｈ

グループ」（4年：今村優花・浜本優慈、５年：有吉駿

祐・片山煌世・渡邉珠衣、6年：直井結愛・河本夏輝

さんの共同作成の「スイミー」とS小5年の在宅訪問

学級：山田萌々華さんのPOP「そうだったのか！しゅ

んかん図鑑」が表彰され、本の素晴らしさを多くの方に

伝えることができたことを評価されました！ 

＜Ｂ部門チーム対抗第1回野球大会＞11／１４（木）

羽根木公園の野球場でＢ部門チーム対抗戦「シャークズ 

VS フィッシャーズ」の開幕戦が行われ、14対14

で勝敗は引き分けとなりました。次回に御期待を！ 
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S ＜ミラコン 2,019 プレゼンカップ東京地区大会＞  

11／２１（木）に、プレゼンカップ東京地区大会の審

査結果が発表され、エントリーした21作品の中で、

本校からの2名2作品は、惜しくも第4位（努力賞）

となりました。ちなみに、この大会は全国の肢体不自由

校の高等部生徒が「社会への提言」を、5分間のプレ

ゼン映像にして地区大会に応募します。７地区の優勝者

が全国大会で栄誉を競う甲子園方式となっています。 

＜肢体不自由児・者の美術展＞ 1２／12（木）、常陸

宮殿下が総裁をされている日本肢体不自由児協会の「第

38回美術展」表彰式が東京芸術劇場で開催され、入選

作品集が配られました。その中で、本校S小5年の有

吉駿祐さんの書の作品「今年の干支」が努力賞に！ 

＜第2回：光美展＞ １２／２５（水）、終業式の場で

恒例となった光美展入選者の表彰を行いました。金賞

1作品・銀賞5作品・アースブルー賞35作品の各受

賞者は、先にお配りした「光美展入選作品集」を御覧く

ださい。 

検定合格：努力が実りました！おめでとうございます。 

＜日本漢字能力検定＞ 合格証が届きました。S小

５：在宅訪問学級の山田萌々華さん9級合格、S中

３：西田そらさん５級合格、B高２：和泉宏一さん５

級合格。 

＜英語検定＞ 合格証が届きました。S中３：西田そ

らさん5級合格、S高2：川田晃夫さん3級合格。 

  新 校 舎 西 棟 の 完 成 を 祝 う 会        

 ～世田谷区松原の地で８０年目を迎えた喜びと感謝の集い～  

 1２／２３（月）、西棟体育室において、「喜びと感謝

の集い」が盛大に行われました。 

【歴史と感謝の部】では、光明学校の新しい校舎がこの

松原の地に移設され、昭和１４年１１月１５日に教育が

始まったことなどの歴史を振り返りました。そしてその

教育活動を支えてくださった地域の方々を来賓としてお

招きし、S中・高の学園生が、作業学習で作成した作品

や、楽器演奏などで感謝の意を表しました。 

 

 

 

 

  

また、学園生は２３日の学級指導において、担任の

先生から１２月２４日が新しい開校記念日に制定され

た謂れ、「この松原の地の新しい校舎で教育が始まり、

８０年のお祝いの年であること、そして無事に学期末を

迎える喜びを祝った、ゆかりの日を開校記念日としたこ

と」を学びました。 

  

ロータリークラブ様からの１２０着のユニフォーム

を始め、たくさんの方々に御支援やお祝いの言葉を頂き

ました。これからも地域に愛され、地域に貢献できる学

園づくりを進めてまいります。  

 冬休み中の閉庁日と学校への連絡等について      

学校は冬季休業中も年末年始休業期間と土日を除き、

８：３０～１７：００の間、教員又は行政系職員が必ず

常駐しています。学園生の大きな体調変化や予期せぬト

ラブル等がありましたら学校にお知らせください。内容

に応じて担任に伝言することも可能です。尚、上記の時

間外に緊急連絡を取る必要がある場合は、まず学校にお

電話ください。その上で繋がらない場合は、各学年のＰ

ＴＡ運営委員等を通じてＰＴＡ会長・副会長等の役員に

御連絡ください。ＰＴＡ会長・副会長と校長・副校長間

はいつでも緊急連絡を取り合える体制をとっています。 

 ＜冬季休業中の閉庁・開庁日＞ 

１２／26（木） 開庁日 ＜指導要録等作成＞ 

１２／27（金） 働き方改革に基づく学校閉庁日 

１２／28（土） 土曜閉庁日 

１２／29（日）～１／３（金）年末年始休業期間 

１／ ４（土） 土曜閉庁日 

１／ ５（日） 日曜閉庁日 

１／ ６（月） 働き方改革に基づく学校閉庁日 

１／ ７（火） 開庁日 ＜３学期準備＞ 

１／ ８（水） ３学期開始 ＜始業式＞ 

校長 田村 康二朗 

 

 



 

 

 

 

             

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ B 中学部 教諭 田中幸子 ） 

１２月１０日(火)５、６時間目にＳＢ合同で、

日本の伝統文化の一つである「能」の鑑賞会が行

われ、名古屋から一般財団法人能姫町財団の

方々が来てくださいました。 

 第１部では、「演目の解説」と「羽衣の鑑賞」

と「装束付(石橋)」がありました。 

羽衣の演目では、地謡、太鼓、小鼓、笛に合わせた

天女の舞を間近で観ることができました。日本の伝統

文化の素晴らしさを改めて感じることができた貴重な

体験となりました。 

新校舎落成記念特別プログラム S小・中・高 「ジャズセッション」 

11月28日（木）に体育館で「ハービー・トンプソンとその仲間」によるジャ

ズ音楽会が行われ、アメリカ出身の歌手ハービーさんと男性4人組バンドが共演

しました。「枯葉」「Fly me to the moon」「Take the train」「Route 66」等、

軽快な曲からしっとりとしたバラード曲まで、ジャズの定番曲が演奏されました。 

子どもたちは熱い演奏に心を寄せて、感じたリズムを表情や身体の動きで表現

していました。渋い低音から高音にまで変化する素晴らしい歌声と、バンドマン

の多彩な演奏に会場が一体となり、盛り上がりました。クールなジャズの名演奏

会は、光明学園に新たな歴史を刻みました。（ S小学部 主任教諭 相原陽子） 

新校舎落成記念特別プログラム S・B合同「能の鑑賞会」 

第２部では、重要無形文

化財を保持されている久

田勘鷗(ひさだかんおう)先

生の「講演」と「能面体験」

や「羽衣の謡を一緒に謡う

体験」をしました。 

また、今回の鑑賞会の背景に使用した松の木は、児童・

生徒で協力して作った手作りの松の木です。 

（ B 中学部 教諭 田中幸子 ） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１６日（月）、本校体育館にて「寄宿舎お楽しみ会

～光明オリンピック２０１９～」と題して、オリンピック

を模した2学期行事を行いました。 

始めに開会式。開会宣言のあと、全員で聖火リレーです。

トーチにともされた火をリレーして最後は、B 部門生と S

部門生の代表２人で聖火台へ点火しました。聖火リレーで

は、思い思いの衣装を着てパフォーマンスをしたり、好き

な BGM を流したりしながら走り、次のランナーへ繋いで

いきました。また、選手宣誓でも両部門代表で、「光明オリ

ンピック2019～ONE TEAM～」を掲げ開会しました。 

競技は、おやつ取り競走、ロボティックボール、スポーツ

鬼ごっこをしました。子どもたち一人一人に応じた難易度

とチームでの勝負３連発！  

閉会式では聖火を納火して、さながらオリンピックのよ

うな演出がありました。体と頭脳をフルに回転させて楽し

んだ「お楽しみ会～光明オリンピック2019～」でした。 

最後は、夕食。みんなでリクエストしたメニューを栄養

士さんにアレンジしていただき、お楽しみメニューを美味

しく頂きました。 

４名の実行委員をはじめみんなで作り上げてきた行事。

一人一人が考え話し合い、実行委員がまとめて形にしてい

きました。寄宿舎での活動を通して、一人一人が楽しく相

手を思いやる気持ちをもって生活しています。 

御覧いただいた皆様、年末の御多忙の中ありがとうござ

いました。        （ 寄宿舎 布川 隆士 ） 

S高等部3年は、進路決定に向けて大切な「実習」に取り組んでいます。卒業まであと少し、社会人に

なるための基本的なマナー学習として、12月6日（金）に身だしなみ講座がありました。 

今年度も化粧品メーカーから2名の方に御来校いただきました。      

まず、男女に分かれて、スキンケア、メイク、整髪等を体験しま 

した。洗顔では、泡タイプの洗顔フォームを使って満遍なく顔中に 

泡だてた後、温かいタオルで顔を綺麗にしました。女子は、その後 

メイク。アイシャドウやチークでさらに可愛らしく、口紅も色を選 

んで講師の方に１人ずつ丁寧にメイクをしてもらいました。 

男子は洗顔と整髪。講師の方に直接スキンケアや髪型を整えてい 

ただき、とても嬉しそうにしていました。    最後は、男女向き合ってお披露目会をしました。 

男子はさらに凛々しく、女子は可愛らしくなりました。 

卒業したら社会人の仲間入りです。「身だしなみ」に気 

をつけて、素敵な新社会人になれるよう心身共に準備し、 

残りの学校生活も楽しく充実した時間を過ごしていきま 

す。      （ S高等部 教諭 仙田 桂子 ） 

寄宿舎 S部門・B部門  「お楽しみ会」 

S高等部３年 「身だしなみ講座」 


