
 

 

 

 

 

 

６／２９（月）以降に、学校教育が全面再開とな

った場合を前提に、授業日の補充を中心とした新

たな教育計画の概要について臨時号を発行してお

知らせいたします。授業日・休業日・行事予定等、

変更は多岐にわたりますので御覧ください。 

 

 全面再開に向け分散登校が次の段階へ      

 ６／１５（月）から学校教育の全面再開に向け

たステップⅢに進みます。6 月１・２週目に設定

中の３日に 1 回程度の分散登校が、2 日に 1 回程

度に登校頻度が高くなります。この段階を 2 週間

行った後、6 月第 5週目６／２９（月）からは全

学年毎日登校を想定しています。 

 

 7 月以降の新教育計画の主要ポイント！    

新教育計画の概要を下記に御説明します。詳細

は次週に配布いたします「年間行事予定表（改訂

版）」と「７・8 月行事予定表」を御覧ください。 

１．夏季休業期間の短縮を実施します 

第 1 学期終業日 7／31（金）に延長 

夏季休業期間 8／1（土）～23（日）に短縮 

第 2 学期始業日 8／２４（月）から開始 

 

２．冬季休業期間の短縮を実施します 

第２学期終業日 １２／２５（金） 

冬季休業期間１２／２６ (土)～１／５(火)に短縮 

第３学期始業日 １／６（水）から開始 

 

３．上記変更による授業日数確保の合計 

7 月の増授業日数 ＋７日 

8 月の増授業日数 ＋６日  ＝合計１５日増 

１月の増授業日数 ＋２日 

 

 

 

 

 

 

４．行事の中止（一部延期）等について 

都教育委員会策定のガイドラインに基づき、次

のようにいたします。 

◆２学期中の行事の中止 

 校外学習・宿泊学習＜移動教室・修学旅行＞等 

3 学期に事態が大きく好転した場合は、宿泊行

事を日帰り校外行事に変更して行うことも検討

します。 

多数の方が集まるなど、外部との接触の可能性

がある行事も中止します。 

◆土曜日授業の中止 

来校者による密集を避けるために、土曜に設 

けた授業日（授業参観日・光明祭）を取りや 

め、振替休業日を授業日に戻します。 

◆短縮授業日の下校時刻の延長 

年度当初に計画していた短縮授業日に設定し

た日の中で、調整可能な数日の下校を遅らせ、

授業時間を増やします。（バス運行便を変更し

ます。入学相談日は除きます。） 

◆伝統の「光明祭」については、クラスター発生の

機会とならないように検討を進めています。今年度

に限り、実施時期・期間・内容を変更して開催する

予定です。詳細は今後お知らせします。 

 

５．個人面談、保護者会、授業参観 

＜個人面談（年度当初の個人面談）＞ 

◆日程 7／6（月）～22（水） 

◆内容 お子様の実態の把握と、個別指導計画

の内容等、年度初めの面談に準じて行います。 

※ 感染予防の観点から登校を控えている御家

庭などの御希望に応じて、電話面談も可能です。 
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＜個人面談（前期末の個人面談）＞ 

◆日程 １０／５（月）～２３日（金） 

◆内容 個別指導計画と評価について、前期（１

学期＋１０月末迄に延長）のまとめと、後期（１

１月から３月迄）の指導計画の内容説明を行い

ます。※電話等での面談も可能です。 

＜保護者会＞ ※全校保護者会は休止します！ 

◆日程   

S 小学部低学年 7／22（水）10：00～    

B 中・高等部  7／22（水）14：40～  

※帰省に合わせて実施。場所：寄宿舎 

   15:20 から S・B 寄宿舎保護者会開催 

S 小学部高学年 7／27（月）10：00～ 

S 中学部    7／28（火）10：00～ 

S 高等部   7／29（水）10：00～ 

◆形式 学部保護者会→学年保護者会 

◆会場 Ｓ部門：体育館等、Ｂ部門：寄宿舎 

 

 

 光明通知表を年間３回→2 回に変更します！  

1 学期の期間を約一ヶ月分延長し、授業日数を

確保します。これにより評価時期を前期・後期の

2 回に変更して、各期末に通知表をお渡しします。 

前期評価…9月末（1学期＋2学期前半の内容） 

後期評価…年度末（2学期後半＋3学期の内容） 

■夏休み直前に「1学期の学び」を渡します！  

7／31（金）夏休み直前の最終授業日には、学

習の節目として、全学園生に対して個別の「1 学

期の学び」をお渡しします。7 月末までの学習成

果を簡潔にまとめてお伝えします。 

■ 前期通知表（1学期と 2 学期前半）     

 前期末となる 9 月末日に、校内放送による「通

知表授与式」を行った上で、各担任から学級で前

期通知表を授与します。 

 

 入学式に代えて「入学を祝う会」を  

 部門・学部別に行います！   

全学園生が毎日登校可能となったあとの 7月初

旬に、入学式に代えて「入学を祝う会」を入学式同

様の形で全校行事として行います。 

◆日程 S 小学部 7／１（水）10：00～ 

S 中学部 7／２（木）10：00～  

Ｓ高等部 7／３（金）10：00～  

Ｂ高等部 7／３（金）15：00～  

◆所要時間  約 20 分間 

◆形式    入学式に準じます。 

◆会場    体育館 

◆参加者   新入生・新入生保護者・教職員 

※感染予防対策 座席間隔を十分に取って実施 

【御案内状の配布】新入生保護者の皆様には、近

日中に、改めて「御案内」をお届けいたします。 

＜入舎を祝う会＞ 寄宿舎利用生対象です！ 

◆日程  7／3（金）１５：４０～ 

◆会場    寄宿舎プレイルーム 

◆参加者   寄宿舎生・保護者・教職員 

 

 Ｓ：在宅訪問学級で学ぶ学園生の新教育計画       

休業や各学期の期間や通知表の扱いは、上記に

準じます。御自宅を訪問した授業の本格開始時期

につきましては、各家庭と御相談いたします。 

 Ｂ：そよ風分教室・病院訪問の新教育計画    

休業や各学期の期間や通知表の扱いは、上記に

準じます。授業の本格開始や諸行事は、各病院と

相談の上、個別にお知らせします。 

＜授業参観＞ 

◆時期 2 学期中に「授業参観期間」を設定し 

ます。Ｓ部門は「自立活動」参観も含みます。 

◆参加方法 事前申込み制により、参観者が 

特定の日時に集中しないように調整します。 

※詳細については、今後お知らせします。 

準ずる教育課程で学ぶ中３・高３の学園生への対応 

受験を予定している学園生には、7 月末に仮評

定を行い、上級学校の受験準備に向け、不利益

となることがないように対応いたします。 

※1 学期期末考査を 7月下旬に行います。 



  Ｓ小学部新入生がいよいよ登校開始！        

6／3（水）にＳ小学部 1年生の分散登校指定日

初日に合わせて、三密を避けるために西棟中庭を

会場として、在宅訪問学級の入学生とともに、総

勢１９名の小学部新入生を迎える会を学年全体で

行いました。（密を避けるために 2 回に分けて実

施）校歌の紹介、名前呼び、副校長のお話などがあ

りました。さあ、学校生活スタートです！ 

 

 

 

 

6／１５（月）の週から、いよいよ 2 日に 1回

の登校が始まります。これまでの 1教室最大 3 名

の環境から、4 名を超える場合が生じます。これ

までとは異なる環境となることを御理解ください。

これまでの取組を継続して感染予防に努めます。 

■ソーシャルディスタンス 

１～２ｍの適切な距離を保ちます。 

（適切な間隔を取って指導） 

■ゾーニング 

清潔空間の確保や、密を避けることを徹底します。 

（教室の入口で靴を脱ぐゾーンを設置） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（寄宿舎洗面所のゾーニング） 

 

■透明マスク 

指導場面によっては、透明マスクを着用して、

表情等を伝わりやすくします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（透明マスクを着用して指導） 

 

6 月 15日（月）以降の教室環境や、指導の工夫について 



■換気の実施 

新型コロナウイルス感染症拡大防止及び熱中症

を防ぐことの両立を目指して換気の基準を定めま

した。 

 

＜西棟＞２４時間換気システムがあります。空調

を使用しながら授業の間及び授業中に１回換気を

行っています。 

＜A 棟＞窓を開けて換気を行っています。空調を

使用しながら適切な温度設定を行っています。 

 

※光化学スモッグ注意報等発令時の対応 

＜両部門とも＞窓を閉めて廊下側の扉を開けて空

調を使用しながら換気を行います。 

 

■熱中症対策 

日本気象協会発表の熱中症情報を毎朝確認し、

警戒以上（危険・厳重警戒・警戒）の情報が出たと

きには養護教諭が朝の打ち合わせで全校に伝達し

ます。途中で警戒レベルが上がった場合には、授

業中であっても全校放送で周知し、屋外での活動

を控えるなどの対応を行います。 

 

（朝の打ち合わせで全校に周知しています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前号でお知らせしていますが、 

密な状況を避けるために、 

6／１3（土）の授業参観を 

中止といたしました。 

学校はお休みです。 

御確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※御注意ください！（再掲示） 

6／13日（土）はお休みです！ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時的任用教員の着任と退職者のお知らせ 

事 由 部門・学部等 職 名 氏  名 期日等 

出産休暇取得 

 

S部門 

中学部 1年 3組 

教諭 山﨑 佳菜子 ５／９より 

 

産休代替とし

て採用 

S部門 

中学部 1年 3組 

教諭 

（臨時的任用） 

髙井 隆広 ５／９から 

    

     

出産休暇取得 保健室 

 

養護教諭 髙木 惟可 ６／１５より 

産休代替とし 

て採用 

保健室 養護教諭 

（臨時的任用） 

  吉原 沙織  ６／１５から 

    

 
事 由 部門・学部等 職 名 氏  名 期日等 

退職 S部門 

小学部 3年 

学校介護職員 角之倉 宏彰 ５／１４付 

 

※７/１付けで、補充の学校介護職員が配置される予定ですので、御安心ください。 


