
 

 

 

 

 

 

    

 報 告 ： 保 護 者 会 2 4 ( 火 ) ～ 2 7 ( 金 )   

 会場からのオンライン配信を併用したハイブ

リッド型保護者会を初開催しました。開催に際

してＰＴＡから発言者の自動追従＆会場全方向

を視聴者のモニター画面上部に映す会議用カメ

ラ（フクロウに似ている形なので商品名は

OWL）をお借りして、使わせていただきまし

た。尚、オンライン参加者用に学校 HP に、保

護者資料「光明の橋」を事前にアップしまし

た。（掲載容量の関係で金曜日午後に削除します。） 

尚、保護者会開催日に会場または学園生持ち帰

りにより全家庭に紙面版を配布しています。新

形式での参加状況(木曜迄)は以下の通りです。 

  日程     対象   会場参加 ｵﾝﾗｲﾝ参加 

11／２４(火) Ｓ小低学年 １５名   1１名 

11／２５(水) Ｓ小高学年 ２１名   ７名 

11／２６(木) Ｓ中学部  １８名   ４名 

11／２７(金) Ｓ高等部    -     - 

11／２７(金) Ｂ全学部    -     - 

 

 S：肢体不自由児・者の美術展の御案内！   

 伝統ある「第 39 回肢体不自由児・者の美術

展・デジタル写真展が下記の通り開催されま

す。全国規模の公募展として日本肢体不自由児

協会が主催（東京都も後援）され、同協会総裁

の常陸宮殿下・妃殿下が例年は御臨席されての

表彰式がオープニングとなります。 

◆期間 12／10(木)～13(日)11 時～19時 

10 日は 12：30～、13日は 17：00 迄 

◆開催会場／東京芸術劇場 5階ギャラリー１ 

◆交通／池袋駅西口徒歩３分 

大賞他の入選作品の発表は例年ですと開催前

週の金曜日前後に「厚生労働省ホームページ」

で公表されます。本校からも毎回多数の作品が

エントリーしています。今回は入選者がいます

とのお知らせがありました。さらに知事賞等の

各大賞の最終選考候補にも入っていればと期待

を膨らましています。結果発表を待ちます！ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 スタート迫る！光明祭・授業参観 12／1～     

 作品鑑賞・授業参観希望日の調整に御協力い

ただき、ありがとうございました。調整後の参観

指定日をお伝えしました。学校が指定させてい

ただいた日の前週金曜日に、各家庭にお渡しす

る「招待状」を学園生に託します。その中には、

参観推奨コースの御説明・授業ガイド・校内図、

マークを記した地図（お子様の作品展示場所に

マーク）、御感想カードなどが含まれています。

御覧ください。 

＜感染予防のお願い＞招待状の表紙に、入校の

為の感染予防に関する注意事項が記されていま

す。遵守をお願いします。 

 200 鉢の花の贈り物が届けられました！    

 千葉県で活動する公益財団法人「花と緑の農

芸財団」様から本校の教育を応援して、パンジ

ーとビオラを計 200 鉢届けに来てくださいま

した。早速技能主事さんが A・西棟の各所に飾

り、水やり等の手入れをしています。光明祭で

の来校時には各所でこの花鉢がお迎えします。 

 S：ﾐﾗｺﾝ 2020 ﾌﾟﾚｾﾞﾝｶｯﾌﾟ東京大会結果続報！ 

前にお伝えしましたとおり、プレゼンカップ

東京ブロック大会に 5 分間プレゼン動画を制

作・エントリーの本校 S高等部生が第１位に輝

き、全国大会（１２／１６）に駒を進めていま

す。この東京ブロック大会には本校から計８名

が挑戦、他７名は僅差で同列第７位となり、努

力賞贈呈の通知が届きました。エントリー者の

みが手にできる記念クリアファイルも送られて

くるそうです。挑戦者達の努力を称えます！ 

 スクールバス乗務員さんが日野市長表彰！ 

いつも、学園生が安全にターミナル内を登下

校移動できるように、送迎バスの誘導補佐等を

率先して行ってくださっている祖師谷コース乗

務員の宮澤丈夫さんの、「社会教育を通した青

少年の健全育成への継続的な貢献」に対し、１

１／３に日野市長から表彰を受けられた事が市

ＨＰに掲載されました。嬉しいことです。本校

の教育は、こうした素晴らしい方々に支えられ

ています。       校長 田村 康二朗 
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 光明アートプロジェクトの中でも、一番大きなＡ棟体育館の壁にＳ・Ｂ両部門、本校拠点・分教室拠

点の児童・生徒の皆が参加して、横断幕の作成、壁面のペイント、プレートの作成を行いました。イラ

ストレーターの小池アミイゴさんの監修のもと、１１月３０日（月）の光明祭開会式でのお披露目を目

前に、今週は横断幕の設置作業が行われまし

た。今週末には、小池アミイゴさんに駆け付け

ていただいて最後の仕上げを行っていただき、

月曜日の光明祭開会式で完成した壁画が紹介さ

れます。開会式に出席する、光明祭実行委員、

両部門の小学部６年生、中学部３年生、高等部

３年生のみなさんには、開会式でプロジェクタ

等で紹介します。その他の本校拠点の児童・生

徒には、光明の学びの号外を作成して開会式の

放送を聞きながら号外で壁画の完成形を見ま

す。号外については当日などに持ち帰りますの

で、御家庭でも壁画の様子をお子さんと御覧く

ださい。 

 

 

 

 

 １１月３０日（月）から１２月２３日（水）まで令和２年度の光明祭が行われます。今年度はコロナ

禍のため、アート作品展示を中心にした形で行われます。保護者の皆様には、密を避けるために授業参

観等で御来校いただいた際に、作品展示見学を行っていただきます。皆様にお配りする御招待状には、

お子様の作品の場所などが記されています。御招待状と展示ガイドを手にお子様の作品を中心に様々な

個性あふれる作品を御覧になってください。 

 例年とはスタイルが変わった光明祭ですが、実行委員会の活動は例年とほぼ同じ形で行われていま

す。各学年・部門から寄せられたスローガンの案から全校で統一したスローガンを考えたり、開閉会式

の練習を行ったり（開会式：Ｓ部門、閉会式：Ｂ部門が担当します）しています。Ｓ部門では開会式で

歌う光明祭サンバのダンスの練習なども行いました。１１月３０日（月）に開会式、１２月２３日

（水）に閉会式が行われます。 

＜みんなで決めた今年度の光明祭スローガン＞ 

はなれていても アートでつなげる 

みんなの絆 
 

＜光明祭サンバをお聞きいただくことができます＞ 

練習の際に録音して、光明学園

の Twitter にアップしました。

スマートフォン等で右側の QR

コードを読み取ってください。

（約１分３０秒です） 

 

 

 

光明アートプロジェクト（壁画プロジェクト）完成間近！！ 

光明祭実行委員会の活動 



 

 

そよ風分教室では、11月 12 日（木）～20 日（金）の期間中、国立成育医療研究センター病院

で「そよ風作品展」を開催しました。分教室・病院訪問に在籍する学園生の作品を分教室内に展示し

ました。新型コロナ感染予防の関係で、授業回数が減ったり、オンライン授業のみだったりと制約の

多い中で取り組んだ、図工・美術の作品、国語や算数などの各教科の学習のまとめなど、様々な力作

が揃いました。保護者の方々や病院関係者の方々も、密にならないように時間を調整して、見学にき

てくださいました。この作品展を通して、学園生の日々の頑張りと、学習の様子を少しでもお伝えで

きればと思います。 

＜そよ風作品展の様子です＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

光明学園のことを地域の皆様にもっと知っていただきたいという願いから、区役所西通り沿いにある

Ａ棟の旧バスターミナルのプラットホームの出っ張ったところに横幅約１７０ｃｍの横断幕を６枚設置

しました。一部を御紹介いたします。他の３枚は、ハンドサッカー・高等部入学相談・看護師募集です。 

 

 

 

 

Ａ棟の旧バスターミナルに６枚の横断幕を設置しました 

光明学園の情報を Twitter でも発信しています。 

右側の QR コードをスマートフォン等で読み取ってください。→→ 

光明学園のトップページにも表示されています。 

そよ風分教室作品展を開催しました 



 

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

下校便 会議等

（全校）安全指導日 （小１） １４：１０ １４：００　経営会議　　１５：００　主幹会

（全校）授業参観期間始（至21日） （B高）R3入学生向け事前相談 （小２～６・中・高） １５：５０ １６：４０　　Co．連絡会（S・B） 

健康相談（AM）（田角Dr） （小） １４：１０ １４：００　訪問連絡会 １４：３０ 初任研

（中・高） １５：５０ １６：４０ 高等部教科書選定委員会

１６：４０　( S) 学年主任会/( B) 中教科担当者会

整形相談（田中Dr） （小） １４：１０ １４：００　企画調整会議 　　

自活訪問（PＭ） （中・高） １５：５０ １６：４０　（Ｓ）学年連絡会

（小１～３） １４：１０ １６：４０　授業者支援会議可能日

（S)摂食相談 （小４～６・中・高） １５：５０ １６： ４０　物品補充

（B高）R3入学生向けオープンスクール ORT（大貫） （小１） １４：１０ １４：００　経営会議　　１５：００　主幹会

ST（瀧元） （小２～６・中・高） １５：５０ １６： ４０　自活研修会

自活訪問（ＡＭ） （小） １４：１０ １４：００　訪問連絡会 １４：３０ 初任研

（中・高） １５：５０ １６： ４０　分掌部会

１６：４０　オリパラ 委員会

（全校）避難訓練 （B高）R3入学生向け事前相談 整形相談（深澤Dr） （小） １４：１０ １４：００　企画調整会議 　　

指導医検診（AM）（栗原Dr） （中・高） １５：５０ １６：４０　（S) 学習グループ連絡会（B) 学部連絡会

（舎）2学期行事 （S)摂食相談 （小１～３） １４：１０ 【 定時退庁日】 　　

（小４～６・中・高） １５：５０ ク リーンデスク デー・環境整備推進日

（B）転学相談日 ORT（大貫） （小１） １４：１０ １４：００　経営会議　　１５：００　主幹会

（小２～６・中・高） １５：５０ １６：４０　HT会/教科会

（S)摂食相談 （小） １４：１０ １４：００　訪問連絡会 １４：３０ 初任研

ミラコン（全肢特支校長会プレゼンカップ） （中・高） １５：５０ １６：４０　（S) 学部連絡会（B) 部門連絡会

指導医検診（AM）（荒木Dr）

１６：４０　( S) 学年主任会/( B) 高教科担当者会

指導医検診（AM）（中村Dr） （小） １４：１０ １４：００　企画調整会議 　　

(中・高）標準服アフターサービス 自活訪問（PＭ） （中・高） １５：５０ １６：４０　（Ｓ）学年連絡会

（全校）授業参観期間終 （小１～３） １４：１０ １６： ４０　全校研修会

（小４～６・中・高） １５：５０

（ＳＢ高２３）スペシャルプログラム「音楽会」 （小１） １４：１０ １４：００　経営会議　　１５：００　主幹会

（小２～６・中・高） １５：５０ １６： ４０　物品補充

（全校）光明祭終　閉会式　 （小） １４：１０ １４：００　訪問連絡会 １４：３０ 初任研

（中・高） １５：５０ １６： ４０　全校連絡会

開校記念日

（舎）在舎日

(全校)2学期終業式　（舎)閉舎 （S)摂食相談 （小） １４：１０ １４：００　企画調整会議 　　

（全校）給食終 （中・高） １５：５０ １６：４０　光明祭片づけ

冬季休業日始

　　都訪病研

　　都訪病研

閉庁日

閉庁日

閉庁日
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