
 

 

 

 

 

 

    

 御 案 内 ： 保 護 者 会 2 4 ( 月 ) ～ 2 7 ( 金 )   

 先に文書等でお知らせしましたとおり、当初

12 月に予定していた保護者会を 11 月の後半の

4 日間に早め、部門・学部別に日を設定して、Ａ

棟体育館で開催します。密を避けるために広い会

場内に間隔を十分にとって座席配置し、常時換気

します。尚、全校に関する内容は、4 日間共通の

説明をします。御家庭でも視聴できますように

ZOOM でのオンライン配信も予定しています。 

現時点での主な説明内容は❶今後の感染症予防対

応、❷新北棟完成に向けた予定及び今後の建築計

画、❸3 学期の卒業式等の形、❹次年度の教育計

画方針（特に修学旅行、移動教室等の在り方）❺

その他（追加・変更有） 

Ｓ小学部 1～3 年 11／２４（火）10 時開会です 

Ｓ小学部４～６年 11／２５（水）10 時開会です 

Ｓ中学部全学年  11／２６（木）10 時開会です 

Ｓ高等部全学年  11／２７（金）10 時開会です 

Ｂ全学部全学年  11／２７（金）14 時開会です 

※前回同様、後半は学年別等の保護者会を設けま

す。終了後の時間帯は、卒業打合わせ等の保護者

間の打ち合わせができるようにします。 

Ｂ：関東甲信越地区大会結果発表 2 大会連続で    

  全国ロボットプログラミング選手権出場へ！  

 前回お知らせした校内大会を経て、10／７

（水）に激戦の関東甲信越地区大会が開催されま

した。出場 23 チームの内、上位 6 チームが全

国大会への出場権を得ます。 

本校から 2 チームが出場し、事前に送ったプ

ログラムを注入した光明のロボットが大会会場の

土俵上で他校のロボットと対戦しました。授業の

合間、会場から ZOOM 配信されるライブの対戦

映像に向かって声援を送りました。結果は、1 チ

ームは惜敗となりましたが、もう 1 チームは第

5 位に入賞！全国大会に出場が決定しました。 

おめでとうございます！！全国大会は来年の 2

／3（水）です。目指せ優勝！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ｓ・Ｂ：進む「光明アートプロジェクト！」  

 本校に通学する両部門学園生、在宅訪問教育で

学ぶ学園生、分教室で学ぶ学園生、病院内訪問学

級で学ぶ学園生がアートの力で一つになるプロジ

ェクトが大きく進んでいます 

◆個々が輝く！光明アート・ギャラリー  

9 月末にプレオープン、光明祭での皆様の鑑賞

を期待して、メッセージボックスを用意している

ところです。御鑑賞の際は、ぜひ、作家である学

園生へのメッセージをお寄せください。 

◆皆で輝く共同制作！巨大壁画展示  

総合プロデューサーとしてお迎えしたプロ・イ

ラストレーターの小池アミイゴさんが、本校Ｓ部

門通学生各学年等の授業に毎回リーダー役として

参加され、壁画の主要パーツとなる横断幕へのフ

リーペイントを導いてくださいました。並行して

本校Ｂ部門の学園生は、光明学園交差点脇の校舎

外壁に出向き、ローラー刷毛等で外壁にペイント

を行いました。小池アミイゴさんの言葉に触発さ

れ、もっと描きこみたいとの熱意を受けて、10

／２８（水）の放課後に機会を増やし、寄宿舎指

導員の見守りの下、更に描きました。分教室・病

院訪問・在宅訪問では、iＰad に録画したアミイ

ゴさんのメッセージを教員が御自宅やベッドサイ

ドに届けて見せることでコンセプトを共有してか

ら、長方形の画用紙に自由に描きました。集めら

れた作品は 10／28（水）にアミイゴさんに託

されました。このパーツをどのように巨大壁画に

構成するか、じっくりと構想を練られるとのこと

です。11／30（月）公開です。 

 TV で本校の感染症予防対策等が紹介されます！ 

 都教育委員会からの依頼を受けて、光明学園で

の「オンライン授業展開」や「感染症予防対策の実

際と工夫」の様子がＴＶで短時間紹介されます。

【番組：テレビ東京 7ch にて 11／23（月）10：

05～10：55、東京都提供の「Tokyo ほっと情報

～都議会トピックス 総務委員会／文教委員会」】 

           校長 田村 康二朗 
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給食の献立表の記載方法が変わります 

従来の献立表は、栄養価に合わせ、「後期食と普通食」、「中期食と初期食」の２つの欄で献立内容

を記載していました。しかし、後期食の内容が分かりにくいことから、今後は、実際に提供する内

容に合わせ、「普通食」と「形態食」の２つの欄で記載します。また、この変更を機に、形態食の記

載内容も、より詳細にし、分かりやすく記載します。なお、形態食は、後期・中期・初期の３形態

をまとめて記載しますが、提供する栄養量は従来と同様、変更はありません。 

光明の学びと一緒にお届けする、１１月分の月間予定献立表から変更予定です。 

牛乳 牛乳 豚丼の具 エネルギー kcal 678 443

豚丼 おかゆ おひたし たんぱく質 g 31.3 26.2

おひたし 豚肉テリーヌ[後期・中初期]（あん） 磯香汁の具 脂質 g 17.8 10.2

磯香汁 すまし汁 食塩相当量 g 4.3 2.4

人参スティック（後期のみ） 炭水化物 g 93.1 61.7 後期ﾃﾘｰﾇ:パン粉

牛乳 牛乳 ポトフの具 エネルギー kcal 591 610

黒砂糖パン パンがゆ グリーンサラダ たんぱく質 g 28.1 34.2

ポトフ 鶏肉テリーヌ[後期・中初期]（ソース） ぶどうゼリー 脂質 g 20.2 17.9

グリーンサラダ スープ 食塩相当量 g 3.5 2.3

ぶどうゼリー 人参スティック（後期のみ） 炭水化物 g 74.8 79.4 後期ﾃﾘｰﾇ:パン粉

形態食  献 立 名

玉ねぎ,セロリー,か
ぶ,キャベツ,きゅう
り,ぶどうジュース

黒砂糖パン,じゃ
がいも,はちみつ,
上白糖

なたね油 小松菜,人参 生姜,玉ねぎ,ごぼう,
えのき茸,グリンピー
ス,甘酢漬けしょうが,
キャベツ,白菜,干し椎
茸,大根

25 火

鶏もも ,ベー
コン

牛乳,粉寒
天

なたね油 人参,かぶ(葉),ブ
ロッコリー

24 月

豚モモ肉,糸
削り,かまぼ
こ

牛乳,青の
り

精白米,しらたき,
三温糖

　　　　　　　　　　    令和2年度  学校給食 8月予定献立表

曜
日

普通食  献 立 名 栄養価
普通
後期

中期
初期

赤の食品 黄色の食品 緑の食品

血や肉になる 働く力になる 体の調子を整える

都立光明学園 栄養職員 飯島 恵美

【現行】 

【変更後】 

牛乳 牛乳 エネルギー 678 kcal 443 kcal

豚丼 おかゆ たんぱく質 31.3 g 26.2 g

おひたし 豚肉テリーヌ（あん） 脂質 17.8 g 10.2 g

磯香汁 おひたし 食塩相当量 4.3 g 2.4 g

磯香汁 炭水化物 93.1 g 61.7 g

牛乳 牛乳 エネルギー 591 kcal 610 kcal

黒砂糖パン パンがゆ たんぱく質 28.1 g 34.2 g

ポトフ 鶏肉テリーヌ（ソース） 脂質 20.2 g 17.9 g

グリーンサラダ グリーンサラダ 食塩相当量 3.5 g 2.3 g

ぶどうゼリー ぶどうゼリー 炭水化物 74.8 g 79.4 g

曜
日

鶏もも ,ベー
コン

牛乳,粉寒
天

　　　　　　　　　　    令和2年度  学校給食 8月予定献立表

普通食・後期食  献 立 名 中期食・初期食  献 立 名 栄養価 普通(後期） 中期･初期
赤の食品

血や肉になる

黄色の食品

働く力になる

緑の食品

体の調子を整える

火

24

25

なたね油 人参,かぶ(葉),ブ
ロッコリー

黒砂糖パン,じゃ
がいも,はちみつ,
上白糖

月

豚モモ肉,糸
削り,かまぼ
こ

牛乳,青の
り

生姜,玉ねぎ,ごぼう,
えのき茸,グリンピー
ス,甘酢漬けしょうが,
キャベツ,白菜,干し椎
茸,大根

玉ねぎ,セロリー,か
ぶ,キャベツ,きゅう
り,ぶどうジュース

なたね油 小松菜,人参精白米,しらたき,
三温糖

都立光明学園 栄養職員 飯島 恵美

資格試験を受けました 

１０月は英検と漢検の試験を学校を会場と

して受験しました。光明学園は資格取得を目

指す両部門の児童・生徒を応援します。 

梅ヶ丘駅に花を飾りました 

Ｓ部門中・高作業学習で取り組んだ、パン

ジーとストックの花が咲きました。プランタ

ーを梅ヶ丘駅に飾らせていただきました。 



 

 

光明アートプロジェクトの中で最大のプロジェ

クトでもある、壁画制作プロジェクトが進行中で

す。イラストレーターの小池アミイゴさんに監修

していただいて、S 部門の活動、B 部門の活動、

在宅訪問・分教室・病院訪問での活動に分かれて

行った作品が、最後に体育館の東側の壁面に壁画

としてできあがります。今回の光明の学びでは、

S 部門の取組と B 部門の取組を御紹介します。 

（Ｓ）初日の制作の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｓ）たくさんある色から選んで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｓ）たくさんの色の重なりを御覧ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｂ）昼休みや放課後も使って描きました

  

Ｂ本校の生徒が描いた作品は中央です 

 みんなの作品が集まるとどうなることでしょ 

う。１１月末が今から楽しみです。 

光明アートプロジェクト 体育館の壁画制作を行っています 

＜今後の予定＞ 

Ｓ本校…描いた幕を取り付けます！ 

Ｂ本校…壁画を直接描きました！ 

Ｓ在宅訪問、Ｂ分教室、Ｂ病院訪問 

…一人一人が作った作品を小池アミイゴ

さんがアレンジして取り付けます！ 



 

 

 

 

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 下校便

西棟バスターミナル
停車利用

（全校）安全指導日 （小１～３） １４：１０

（小４～６・中・高） １５：５０

文化の日

（全校）避難訓練 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

健康相談（AM)（橋本Dr)

（小） １４：１０

（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 ORT（大貫） （小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

(舎）スマホ・タブレット安全教室② （B高）R3入学生向けオープンスクール 健康相談（AM)（田角Dr） （小） １４：１０

（S)摂食相談 （中・高） １５：５０

（ＳＢ高）入学相談説明会

自活訪問（ＡＭ） ST（瀧元）

教育実習第2期始（至27日） 整形相談（田中Dr） （小） １４：１０

(中・高）標準服アフターサービス 指導医検診（PM）（栗原Dr） （中・高） １５：５０

（小１～３） １４：１０

（S)摂食相談 （小４～６・中・高） １５：５０

(Ｓ小６中３高３・Ｂ）セーフティ教室 （B）転学相談日 ORT（大貫） （小１） １４：１０

（B高）R3入学生向け事前相談 （小２～６・中・高） １５：５０

自活訪問（ＡＭ） （S小１～３）（B）歯科検診 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

指導医検診（AM）（荒木Dr） ST（瀧元）

（S中E）（Ｓ高Ｆ）期末考査始（至２７日） （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

勤労感謝の日

(S小低）保護者会 （Ｂ高）期末考査始（至２７日） ORT（大貫） （小１） １４：１０

（全校）光明祭準備期間（至27日） （B中）期末考査始（至２６日） （小２～６・中・高） １５：５０

(S小高）保護者会 （S)摂食相談 （S高）歯科検診（AM） （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

(S中）保護者会 （B中）期末考査終

教育実習第２期終光明祭準備期間終 （Ｓ中Ｅ）（Ｓ高Ｆ）（B高）期末考査終 整形相談（深澤Dr） （小） １４：１０

（Ｓ高）、（Ｂ）保護者会 指導医検診（AM）（中村Dr） （中・高） １５：５０

（全校）光明祭始（至12月23日） （小１～３） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

備考

■　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

都立光明学園　令和２年度11月行事予定【保護者版】 令和２年10月30日版　

全校 １５：５０

全校 １５：５０

全校

下校時間

29 日

30 月

27 金

28 土

25 水

26 木 全校 １５：５０

23 月

24 火

21 土

22 日

19 木

20 金

１５：５０

17 火

18 水

15 日

16 月

13 金

14 土

11 水

12 木

9 月

10 火

7 土

8 日

1 日

2 月

×
停車不可

5 木

6 金

3 火

4 水

11月17日（火）は西棟バスターミナルでセーフティ教室

を実施するため、自家用車の乗り入れができません。御協

力ください。中庭駐車場の御利用をお願いいたします。

11月中は17日（火）以外は、西棟バスターミナルへの自

家用車乗り入れが可能です。


