
 

 

 

 

 

 

    

 保護者の皆様を始め、多くの方の御理解と御

協力があって、校内クラスター等の発生に至る

ことなく、2学期末を迎えることができました。

深く感謝いたします。「ステイ・ホーム」中心の

冬休みとなりますが、しっかりと休養して、3学

期も元気に学習を開始できますことを期待して

います。 

 Ｓ・Ｂ 光明祭＆授業参観への御来校に感謝！   

11/30 に開会した光明祭が、12/23 の閉会

式をもって終了しました。併せて 12/１～

12/21までの13日間の内一日を指定して御招

待した授業参観も（密にならずに）無事に終了し

ました。異例の形となりましたが、皆様が快く協

力してくださったからこそ、全日程を無事に終

えることができました。重ねて感謝申し上げま

す。 

11/30 開会式   学園生代表が集まった体育館

で完成したばかりの壁画映像を披露した上で、

総合プロデュースをお願いした小池アミイゴさ

んが登壇。学園生にメッセージを頂戴しました。 

続いて東京山の手ロータリークラブの皆様から

図書 194 冊の贈呈。コロナ禍は図書が貴重。

「個々の学びに活用してください」とのメッセ

ージを頂戴しました。 

1２/１からの鑑賞・参観  授業参観前後に鑑賞

された皆様が光明アートギャラリーの来場者感

想ボックスにメッセージを寄せてくださいまし

た。いくつかを御紹介（抜粋）します。 

◆どれも素敵な作品で感動しました。本物の美

術館に来たみたいで優雅な時間を過ごせました。 

◆日頃の先生方の御指導と子供たちのがんばり

がアートに。額装されてスロープの壁面に並ぶ

と一層素敵に！◆校内展示、小学部はファンタ

ジーで飾り付け方がきれい。中高も力作揃いの

芸術。壁画も素晴らしい！◆素晴らしい作品と

工夫された展示！ゆっくり鑑賞できました！◆

素晴らしいアートです。全員が芸術家です。◆1

枚 1 枚額に入り、このように素敵なギャラリー

になっているとは思いもせず、息を飲みました。

子供達の真っすぐな作品に見とれてしまい、何

度も行ったり来たりしました。 

 

 

 

 

 

 

 
 
また、授業参観された皆様からも、参観感想集

約箱に、たくさんの感想と励ましを頂きました。 

◆じっくりと参観できました。先生方の授業づ

くりへの熱意＆子供たちが楽しく参加できてい

ることを実際に見て安心しました。◆感染予防

を丁寧にされながらも、しっかりと授業をされ

ている学校の様子が分かりました。 

頂いた感想等は全教職員で共有し、今後の授

業改善に活用していきます。 

Ｓ・Ｂ高２・３ オペレッタ鑑賞（特別企画） 

 学園生活集大成の修学旅行や校外学習が中止

となったＳ・Ｂ高 2・３年学園生を対象にした

「特別な学びの機会」として、オペレッタ鑑賞会

を設けました。ＴＶ等でも活躍されている作曲

家の青島広志先生のピアノ演奏と進行で、3人の

オペラ歌手がオペレッタ「ペールギュントの大

冒険」を演じました。青島先生はオペラ歌手を率

いて、渋谷区や狛江市主催の青少年の為のオペ

レッタを大ホールで積み重ねてこられています。

今も頻繁に舞台に立たれているそうですので、

感染症予防ノウハウも蓄積されています。観客

席もゆったり配置し、換気も十分にしながらの

ライブを堪能した学園生代表たちでした。 

1２/２３ 閉会式  体育館・西棟体育室と各教

室を映像や放送で繋ぎ、実行委員長・各委員が司

会や挨拶を担いました。校長から「学園生の誇り

を胸に、離れて学んでいても心を一つにして共

同制作できた事を自信にしていこう！」とのメ

ッセージが全学園生に送られました。 

 Ｂ：羽根木公園野球場でドリームゲーム！ 

 本校Ｂ部門中高生が羽根木公園野球場に結集

し、1年ぶりの対抗戦を行いました。ユニフォー

ムや学校図書の寄贈等で、本校をいつも応援し

てくださる世田谷南ロータリークラブの方も応

援に駆けつけてくださいました。贈られた光明

レッドのキャップを被っての熱戦は光明ライオ

ンズが 24 対 16 の僅差で暇魔神に打ち勝ちま

した。 
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Ｂ本校：朝日新聞 12/12 に紹介記事掲載！      

朝日新聞は、病院内教育を継続的に記事にさ

れています。今回は病弱教育の別の形として、本

校Ｂ部門を取材しての紹介記事「病弱教育、寄宿

舎で自立心」が掲載されました。学園生インタビ

ューから「寄宿舎に入ったのは、規則正しい習慣

を身に付け、自立心を養うため。起床も食事も時

間が決まっているから生活リズムができた。洗

濯も自分でして、干して、畳む技術が身に付いた」

とのコメントを引用しています。分教室や病院

訪問についても取材希望がありました。寄宿舎

から本校に通う形の病弱特別支援学校（中・高）」

は全都で本校たった 1 校だけです。本校Ｂ部門

の教育機能が本記事により広く知られ、この教

育を必要な方に届く事を願っています。 

祝：受賞報告：肢体不自由児美術展表彰式      

前号で予告しました「第 39回肢体不自由児

者美術展」の特賞・入選者が 12/４(金)、厚労

省ＨＰで公表されました。以下のとおりです。 

特賞「東京都知事賞」Ｓ中２：A さん 書「輝」 

特賞「全国肢体不自由児者父母の会連合会賞」 

S 高１：Bさん 画「色とりどりの世界」 

佳作賞：S 小６：C さん 画「ひまわりとお友達」 

佳作賞：S 中３：Dさん 書「花」 

努力賞：Ｓ高３：E さん 書「関わり」 

 12/10の美術展開幕日には表彰式があり、

オンラインでつながった本校校長室に特賞受賞

のお二人が参加し、表彰状の読み上げとメダル

贈呈がありました。Aさんは全国の受賞者を代

表しての御挨拶もされました。受賞 5人の作品

は作品集にも掲載されています。13日まで開

催した東京芸術劇場ギャラリーでの美術展には

本校教員も多数鑑賞に伺いました。祝受賞！ 

S：ミラコン 2020～視点を価値に経験を未来に

～プレゼンカップ全国大会結果総合 3 位に入賞！ 

12/16、西棟体育室特設会場に文科省の方等

の御来賓をお迎えして、全国 7地区の地区大会

優勝者所属校と本校特設会場をオンラインで結

んで全国大会が開催されました。５分間のプレ

ゼン動画「社会への提言」は、表現力・熱意・

説得力・独創性の各項目を審査員 7名が採点し

て総得点を競います。東京地区大会エントリー

26名の中から地区優勝者として勝ち上がった

本校Ｓ高１Fさんは、なんと初出場で全国総合

第 3位に輝きました。本校サテライト会場で、

応援団に囲まれて参加した Fさんには新聞社か

ら受賞インタビューがありました。祝入賞！ 

 教育新聞、日本教育新聞等も取材されていき

ました。掲載記事は別途お知らせします。 

 Ｓ・Ｂ：終業式で、検定合格を讃えました！  

昨年までは、全学園生からの祝福の拍手の中、

式典時に壇上で校長から合格証をお渡ししてい

ましたが、今回は全校放送で合格を讃えまし

た。祝：検定合格！！自分の道を一歩ずつ！ 

＜実用英語検定合格者＞ おめでとう！ 

S 高１：Gさん    4 級 

B高１：H さん   ５級 

B高１：Iさん      ３級 

B中３：J さん   ４級 

＜日本漢字能力検定合格者＞ おめでとう！ 

Ｓ高２：K さん   8 級 

Ｓ高２：L さん     ７級 

Ｓ高１：M さん     ３級 

Ｓ高１：N さん   6 級 

Ｓ中１：O さん    10 級 

Ｓ中１：P さん   10 級 

B高１：Q さん   5 級 

B高１：R さん   ４級 

B高１：S さん   ９級 

S・Ｂ：寄宿舎 2 学期行事「お楽しみ会」 開催！ 

12／14に寄宿舎利用生が企画した「お楽し

み会」がありました。出し物は感染予防の観点

から録画映像も活用してのクイズやかくし芸…

心から楽しんでいる様子から、仲間意識が培わ

れていることが伝わってきました。  

 Ｂ：12／24 寄宿舎生が外出プランの実行！      

12／24の在舎日企画として日々の健康増進

を兼ねて、各自が寄宿舎指導員の助言を受けな

がら練った近隣外出プランを実行しました。感

染状況も踏まえて何度も練り直した上です。寄

宿舎指導員とペアで外出し、緑豊かな近隣を散

策したり、ランチをテイクアウトしたりしまし

た。 

 ３周年記念誌を 12/23 開校記念日前日に配布！ 

開校記念日にまつわる学園のルーツとしての

母体校の歴史を、特別資料にまとめて各御家庭

にお届けしました。これは、ある保護者の方か

ら「母体校は日本で最初の学校」とは前から聞

いていて誇りに思っていたのですが、詳しいこ

とが良く分からないので、ぜひ知りたいので

す。」との声を伺ったことがきっかけです。 

開校記念日等の節目に、本校に所蔵された歴

史資料から少しずつ紹介していきます。今回は

公立肢体不自由校最古の学校要覧を復刻印刷し

ました。独自の教育の道を拓こうとする当時の

息吹が伝わってきます。  

校長 田村 康二朗 



 

 

 12月 23日（水）に今年度新しい形で開催された光

明祭の閉会式を行いました。S・B両部門の中学部・高

等部 3年生と光明祭実行委員が体育館に、小学部 6年

生が西棟体育室のサテライト会場から参加しました。

B 部門の生徒が司会で実行委員の紹介、Ｂ部門の生徒

から作品を見ての感想やテーマソング「Make You 

Happy」に合わせたダンスなど短い時間でしたが、盛

りだくさんの内容でした。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」は深まっ

たでしょうか。児童・生徒・教職員は 1カ月近く廊下

で皆さんの作品を見ていたのでお互いの作品を見合うことが十分に深まったことと感じました。保護者

の皆様におかれましても、授業参観で御来校いただいた際に参観していただきました。作品については光

明学園 Twitterにて紹介いたしました。今後 PTA 広報誌でも紹介される予定です。 

 

 

 

 全国の肢体不自由特別支援学校高等部の生徒が参加して、全

国を７ブロックに分けて、「自己の経験から得た視点から、自

分の描く未来にとって必要な社会や地域への提案」をテーマに

それぞれの生徒が自分の経験や自分が思い描く未来に必要な

ことに関するプレゼンを行いました。光明学園からは８名の生

徒が参加し、そのうち１名が激戦区の東京ブロックを勝ち抜き

全国大会に出場しました。会場は今年度から光明学園に変わ

り、西棟体育室に審査員の皆様が集まり、全国７校と本校の会

場をオンラインで結び、事前に届けられた動画を視聴して審査

員と発表者が質疑応答を行い厳選なる審査の上各賞が発表さ

れました。光明学園の生徒は校長からの記事にもある通り、初

出場で全国３位となりました。光明学園から地区大会に参加し

た８名の出場した生徒それぞれが自分と向き合う良い機会に

なりました。このコロナ禍でも、オンラインで全国をつなぐ取

り組みを２年前から行っていたことで、様々な学校行事や各種

イベントなどが中止となる中でこのプレゼンカップ全国大会

は何も変わらず、今までと同じように開催することができまし

た。これも光明学園を含め全国の肢体不自由特別支援学校が 

遠隔授業の実績を積んできていたからに他なりません。光明学園は GIGA スクール構想が進んでいく中

で今後も最先端を進んでまいります。 

光明祭閉会式が行われました 

第３回プレゼンカップ全国大会が光明学園を会場に行われました 

＜本校生徒のプレゼンターは校長と会長でした＞ 
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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

元日

学校閉庁日

冬季休業日終

(全校)3学期始業式、安全指導日 （小） １４：１０

（全校）給食始(舎)開舎 （中・高） １５：５０

S中：身体測定（体育室）

（小） １４：１０

（中・高） １５：５０

部活動（ハンドサッカー）

成人の日

（Ｓ）特担会期間始（至22日） S小１～３：身体測定（体育室） ST（瀧元） （小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

自活訪問（ＡＭ） 健康相談（AM）（田角Dr） （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

健康相談（AM）（橋本Dr）

（全校）避難訓練、伝言ダイヤル訓練 整形相談（田中Dr） （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

部活動（ハンドサッカー）

（S)摂食相談 S高：身体測定（体育室） （小１～２） １４：１０

（小３～６・中・高） １５：５０

（全校）書初め大会 （B）転学相談日 ORT（大貫） （小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

S小４～６：身体測定（体育室） （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

指導医検診（AM）（荒木Dr） ST（瀧元）

（希望者）英語検定（予定） 自活訪問（ＡＭ） 指導医検診（AM）（中村Dr） （小） １４：１０

（Ｓ）特担会期間終 （中・高） １５：５０

（S)摂食相談 （小１～２） １４：１０

（小３～６・中・高） １５：５０

ORT（大貫） （小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

（S)高等部入学相談 （小） １４：１０

（B）高等部入学相談 （中・B高） １５：５０

（B）高等部入学相談 （S高F3）（B高3）学年末考査始

自活訪問（ＡＭ）

整形相談（深澤Dr） （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

部活動（ハンドサッカー）

下校時刻

1 金

2 土

5 火

6 水

3 日

4 月

7 木

8 金

全校 １５：５０

11 月

12 火

9 土

10 日

15 金

16 土

13 水

14 木 全校 １５：５０

19 火

20 水

17 日

18 月

23 土

24 日

21 木

22 金

全校 １５：５０

全校 １５：５０

25 月

26 火
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31 日

29 金

30 土

27 水

28 木

Ｓ高等部 休業日

1

月
は
西
棟
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
利
用
制
限
が
あ
る
日
は
あ
り
ま
せ
ん

小３は1月から、月曜日の下

校が15：50になります。

授業日は１を入
力


