
 

 

 

 

 

 

  

 １学期＋2 学期前半の通知表を授与します！  

 4～9月までの学び（臨時休業中の主体的な学

習も含む）を集約した通知表を、9/30 の全校放

送による「通知表授与式」後、各学級で学園生に

担任からお渡しします。持ち帰りましたら、本人

のよく伸びた教科等や努力した点を褒めていただ

き、今後の学ぶ意欲に繋げてください。 

 Ｓ：今年度の授業参観について（予告）   

【感染予防】感染予防の観点から、当初予定して

いた授業参観を見合わせていましたが、学習の積

み上がる 2学期後半を想定して、どのようにす

れば、安心・安全に開催できるかを現在検討して

います。確定後に改めてお知らせしますが、現時

点でのイメージをお伝えします。 

【時期】12 月の以下の 13 日間の中から指定日

に来校していただくことで、参観教室内での三密

を防ぎます。12/１（火）・２（水）・３（木）・４

（金）・７（月）・８（火）・９（水）・10（木）・14

（月）・15（火）1７（木）・18（金）・21（月） 

【日程調整】各御家庭に、上記の候補日から事前

に参観希望日を第 5希望まで募った上で集約し

て日程調整し決定日を事前にお伝えします。 

【参観時間帯】午前中（給食前まで）２・３校時 

【参観者数】三密防止のため、参観する各授業の

教室内には参観は原則 1家族とします。 

【アート参観・光明祭作品展】作品展と全校共同

制作壁画を授業参観前後に（作品）鑑賞できるよ

うにします。 

【駐車ＯＫ】今年度に限り中庭駐車場利用ＯＫ

【土曜参観の中止】当初予定していた土曜参観

は、参観者の集中により、感染リスクが高まるた

め、今年度は中止し、平日開催とします。 

【参観ガイド】各御家庭には事前に授業ガイド付

「光明祭・参観御案内状」をお届けします。 

Ｂ：今年度の授業参観について（予告）   

本校Ｂ部門の参観は、上記日程を基本に、Ｂ部 

門の時程に即して別途検討しています。 

 高２・３年生にスペシャルプログラムを企画 ！ 

 学校生活最後の修学旅行が中止となったＳ・Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

両部門の高等部 2年生と同じく最後の校外学習が

中止となった高等部 3年生を対象にスぺシャルプ

ログラムを企画しました。光明祭の閉会式前日

12/２２（火）午前に、体育館に高２・3年生を招

待し、音楽家の青島広志先生とオペラ歌手の皆さ

んによる「ミニ・ミュージカルコンサート」を開催

します。（体育館を広く使って少人数の鑑賞にする

ことにより、三密を防ぎます。） 

青島広志先生は、芸大を首席で卒業後、オペラ

等の作曲を数多く手がけるなど、幅広く活躍され、

「題名のない音楽会」や「世界で一番受けたい授

業」にも何回も登場されている音楽家です。 

Ｂ：ロボットプログラミング選手権全国大会   

 出場を目指して 9/１７に校内大会を開催！              

 昨年度、全国大会準優勝の栄誉を得た本校です

が、今年度もさらに全国優勝を目指して、2チー

ムがエントリーすることになりました。1 チーム

目は昨年度準優勝の中学部チーム。高等部は校内

トーナメント大会を開催し、代表チームが決定し

ました。両チームは 10/７(水)に関東甲信越地区

大会に出場します。そこで上位になれば、2/３

開催の全国大会に出場できます。 

 Ｓ“ひまわりのせいくらべ” 千余校中の第 19 位入賞！  
全国の小学校（小学部）等が 1115組エントリ

ーし、育てたひまわりの高さや栽培の様子を記し

た寄せ書きを競う「2020 ひまわりのせいくらべ」（万

田発酵(株)主催、尾道市教育委員会後援）の結果発表が

９/20(日)にありました、高さ部門の結果は、光明

学園：記録３ｍ６０㎝で 19 位入賞！ 

「ぐんぐんおおきくなったで賞」を受賞！ 

さらに、激戦の東京都内からのエントリー中の

最高位、全国のエントリー特別支援学校中の最高

位でもあります。ちなみに、昨年度は 3ｍ30 ㎝

で応募 1349 組中の 63 位でしたので、今回は

30cm プラスで４４位アップ！ 

大会本部から賞状が学校に届き次第、授賞式を

教室で行います。併せて栽培グループの全児童

に、校長から受賞記念のスケッチブックを贈呈し

ます。臨時休業の間は教職員が水やり等をしなが
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ら授業再開に備えてきたひまわりです。現在、種

の収穫時期を迎えています。 

 世田谷区立保健医療福祉総合プラザの紹介  

昨年 4 月に開所した隣接の「東京リハビリテーション

センター世田谷」に続き、今年度初めに開所した「世田

谷区立保健医療福祉総合プラザ」を御紹介します。3 月

の開所式に御招待を受けていたのですが、コロナ禍で中

止となり、その後は感染予防の観点から来訪を控えてい

ましたが、徐々に利用できるようになってきています。

⇒本校と接する関係機関として今後連携を深めていきま

す。 

１階：ふれあいカフェうめとぴあ 

多様な方々の交流の場として広い中にゆったりとイス

とテーブルを配置しています。オープンエア席も。特徴

としては、日常の食事から介護食（やわらか食）まで全

ての方に安心・安全で豊富なメニューを用意していま

す。⇒将来：本校のサービス実習もお願いしたいところ

です。 

1 階：初期救急診療所・休日夜間薬局（調剤薬局） 

平日（小児科のみ）／19:30～22:30 

土曜（小児科・内科）／17:00～22:00 

日・祝・年末年始（〃）／9:00～22:00 ※初期救急

診療所は昼休みあり 

１階：福祉人材・育成研修センター 

 高齢・介護、障害福祉、子育て分野の人材確保・育成

支援を担います。⇒将来、本校からも講師を派遣したり

合同研修したりするなど、連携していきたいところで

す。 

１・２階：区民活動会議室、研修室Ａ・Ｂ・Ⅽ 

 団体登録すれば有料貸出予約できます。240 人定員の

研修室も。区内の方を含む障害者団体は、優先利用でき

るそうです。※災害時には医療救護本部として活用され

ます。⇒実習室、調理室、会議室も含め、学校やＰＴＡ

の活動に大いに活用できそうです。 

2・３階：保健センター（区民向保健所機能） 

健診、健康相談、健康講座、障害に関する相談支援、

乳幼児の発達相談、こころの相談等 

⇒専門スタッフを学校にお招きして学ぶ機会を設けられ

たらと考えています。 

４階：区医師会、同会立看護高等専修学校 

募集人員 40 名、修業年限 2 年の准看護師養成機関で

す。⇒将来、学校という職場もやりがいがあることをお

伝えできる機会を見出だせたらと願っています。 

          校長 田村 康二朗 

 

 
 

 

 西棟のスクールバス乗降場をＳ部門の児童・生

徒の登校時などに一時的な駐車場所として御利用

いただいております。その際のルールについて改

めてお知らせいたします。御確認ください。 

①午前 9 時 5 分までは入場できません。 

 ※スクールバスの車庫への回送が遅れている 

場合は時間が過ぎていても入場できません。 

②駐車時間は１５分程度を目安にしてください。 

③防犯上の理由から門扉を午前１０時を目安に閉

めます。閉まっている際には開閉を毎回確実に

行ってください。 

④駐車可能時間は、曜日にかかわらず午前９時５

分から午後１時２０分までです。 

⑤校外にスクールバスで出かける行事やスクール

バス乗降場を使用する校内行事を行う際には、

中庭駐車場の御利用をお願いいたします。事前

に月間予定でお知らせします。当日朝、門扉の

外側に×マークを掲示します。Twitter で情報

発信を行います。御協力ください。 

 

 

 

 

 欠席連絡やその他の

連絡に御利用いただけ

るファクシミリ用紙を

ホームページに掲載し

ました。プリントアウ

トしていただいて御利

用ください。送信は当

日朝の場合は早めにお

願いいたします。 

トップページ右下の 

バナー下のリンクからアクセスしてください。 

 

西棟のスクールバス乗降場の 

駐車一時利用について 

連絡用のファクシミリ用紙を 

ホームページに掲載しました 



 

 

 

光明アートギャラリーが西棟のスロープ部分の

1 階から 3 階までにオープンしました。 

第 1 回の展示は、「一学期を振り返って」とい

うテーマで８０点を超える全校児童・生徒の作品

が展示されました。臨時休校でスタートした特別

な令和２年度の１学期を振り返ることができる作

品を展示しました。

 

３階からスロープ下り方向を見る 

 

１階からスロープ上り方向を見る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜誌上作品展＞ 

 

B 部門分教室中学部３学年生徒作品 

 
B 部門病院訪問学級小学部４学年児童作品 

 
S 部門高等部訪問学級３学年生徒作品 

 

S 部門小学部訪問学級児童合同作品 

 

光明アートギャラリーがオープンしました 

作品の説明 

１階の最初と

３階の最後の

枠に付けられ

ました。 



 

 

日 曜
全校行事

部門合同行事
学部行事 保健行事 外専/自活 PTA
行事

西棟バスターミナル
停車利用

都民の日

(舎)在舎日　　西棟加湿器点検

（全校）安全指導日、 （小） １４：１０

第2回実用英語検定（希望者） （中・高） １５：５０

（全校）個人面談期間始（至23日） （S小６保護者対象）S中学部授業見学会 （小１～３） １４：１０

(S)摂食相談 （小４～６・中・高） １５：５０

ORT（大貫） （小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

自活訪問（ＡＭ） （S中、高）（B）眼科検診（AM) （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

健康相談（AM）（橋本Dr）

整形相談（田中Dr） （小） １４：１０

指導医検診（AM）（栗原Dr） （中・高） １５：５０

（全校）避難訓練 （小１～３） １４：１０

（小４～６・中・高） １５：５０

(中・高）標準服アフターサービス （S中E）（B中）（S高F）（B高）中間考査始 ORT（大貫） （小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

（B中）中間考査終 健康相談（AM）（田角Dr） （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

（S高）耳鼻科検診（PM） ST（瀧元）

（B高）中間考査終 指導医検診（AM）（荒木Dr)

（小） １４：１０

自活訪問（ＰＭ） （中・高） １５：５０

（S中E）（S高F）中間考査終 （小１～３） １４：１０

（小４～６・中・高） １５：５０

（舎）通報体験学習 （B）転学相談日 （小１） １４：１０

（B高）R3入学生向け事前相談 （小２～６・中・高） １５：５０

（S）摂食相談 （小） １４：１０

（B高）R3入学生向けオープンスクール （中・高） １５：５０

（各１年）心電図検査（AM）、（高１）レントゲン検査（AM）

尿検査⑤

（全校）個人面談期間終 整形相談（深澤Dr） （小） １４：１０

第1回漢字検定（希望者） 指導医検診（AM）（中村Dr） （中・高） １５：５０

（小１～３） １４：１０

（小４～６・中・高） １５：５０

（B高）R3入学生向け事前相談 （小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

（S小４～６、中）歯科検診（AM） （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

（B高）R3入学生向けオープンスクール

（小） １４：１０

（中・高） １５：５０

備考

31 土

■　下校便の記号の見方
　Ａ：１４時１０分（１便）／１５時５０分(２便)、　Ｂ：１４時１０分（１便）のみ、　C：１１時５０分、　Ｄ：１５時５０分（２便）のみ
■　記号の見方の例
　(全校)　：両教育部門の全学部が合同実施、　（小・中）　：両教育部門の小学部・中学部が合同実施、
　(小)　：両教育部門小学部が合同実施、　(小●)　：両教育部門小学部第●学年が合同実施、
　(S)　：肢体不自由教育部門全学部で実施、　(S小)　：肢体不自由教育部門小学部で実施、
　(S小●)　：肢体不自由教育部門小学部●学年が実施、　(S小A)：　肢体不自由教育部門小学部Aグループが実施、
　(訪問)：　訪問学級で実施、　(舎)：　寄宿舎生が実施
　（そよ風)：　そよ風分教室全体で実施、　(そよ風中・高)：　そよ風分教室中・高等部が実施

29 木

30 金

全校 １５：５０

25 日

26 月

27 火

28 水

23 金

24 土

21 水

22 木 全校 １５：５０

19 月

20 火

17 土

18 日

15 木

16 金

全校 １５：５０

13 火

14 水

11 日

12 月

9 金

10 土

7 水

8 木 全校 １５：５０

5 月

6 火

3 土

4 日

令和２年９月２５日版

下校時間

1 木

2 金

都立光明学園　令和２年度１０月行事予定【保護者版】
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