
 

 

 

 

 

 

 S・Ｂ 両部門・全学部の卒業認定会議を開催しました！ 

２／19（金）に両部門全学部の卒業認定会議を行いま

した。❶現時点での出席・遅刻早退日数❷休業中のホー

ムワークの状況（遠隔学習を含む）❸獲得した知識・技

能❹学習時の意欲・関心・態度を総合判断し（卒業式当

日まで学び続けられるのであれば）卒業可能であるとし

て対象となる学園生全員を「卒業認定」しました。該当

の学園生には「卒業認定」とともに、卒業式に向けた学

習に入る事を2／26（金）に予告しました。 

在校生の進級認定会議は３／９（月）に予定！ 

 S・Ｂ 学園生の模範表彰！ 活躍が続々と！！！！  

「表彰者に決定しました！」との嬉しいお知らせが届

きました。3／１日以降、校内で表彰状を贈呈します。 

◆模範生徒表彰（東京都特別支援学校肢体自由教育校長会主催）  

A 殿（S高３）「あなたは学校に通うための体力を

養う身体の取組みを積み重ねたり、筆や鋏を使った制作

活動にも意欲的に取組んだりと、高等部の学習に真摯に

臨む中で友達や教職員としっかりと関わる力を身に付け

ました。その努力する姿が他の模範となったことを高く

評価しここに表彰いたします。」 

B 殿（S高３）「あなたは健康増進も含めた日々の

学習に熱心に取組みました。体力向上にあわせて好奇心

が一層高まる中で積極性が増し、友達と関わりたい気持

ちを発声で伝えるなどにより周囲に活気を生み出してい

ました。その努力する姿が他の模範となったことを高く

評価し、ここに表彰いたします。」 

◆模範生徒表彰（東京都立病弱特別支援学校長会主催） 

C 殿（B分教室中３）「あなたは分教室での授業に

真摯に臨み、進んで学習を積み重ねてきました。 ２回

目の長期入院にあっても、将来の夢を叶えるために努力

する姿が、全学園生の模範となっていました。この真摯

な態度を讃え、表彰いたします。」 

◆はばたき賞（全国はばたきの会・全国肢体不自由校長会）  

D 殿（S高３）「あなたは、高等部として初と 

 

 

 

 

 

 

となる熊本と学校を結んだ遠隔実習に挑戦するなど、社

会状況に応じた進路開拓に挑戦してきました。その姿は

呼吸器を装着しながら学ぶ学園生だけでなく、広く全学

園生の憧れであり、真摯な学習態度は皆の模範でした。

ここに第43回はばたき賞を贈り、その努力を讃えま

す。」 

◆B部門の活躍◆ロボットプログラミング選手権2020

全国大会でベスト８進出（全国病弱特別支援学校長会主催） 

光明学園チーム：E  殿・F  殿（B中３） 

⇒関東甲信越地区大会を2年連続で勝ち抜き、全国大会

連続出場の快挙！ベスト８進出。その努力を讃えます。 

 教 職 員 の 表 彰 ～ そ の 努 力 を 讃 え て ～ 

◆関東甲信越地区病弱虚弱教育研究連盟主催教員表彰 

 岡田 典子 主幹教諭（本校B部門全学部担当）        

 近藤 味規 主幹教諭（Bそよ風分教室拠点担当）  

 石川 美絵 主任教諭 ※昨年度在籍（現：調布特支勤務）  

関東甲信越地区の加盟病弱特別支援学校を対象に、

長く病弱虚弱教育に従事し顕著な功績のあった教職員を

顕彰する制度です。B部門の３教諭が職務精励する姿は

全教員の目標となる存在です。病弱教育人材の宝です。 

◆はばたき奨励賞 ※教職員対象（全国はばたきの会・全肢長会） 

水上 志伸 主任教諭（S小４担当）「児童の実態や特

性に合わせた的確な指導計画を立案し、個に応じた指導

の手立てを工夫した指導実践の蓄積や、若手育成への貢

献」が特に認められました。学校の誇りです。 

 S・B／第３回「光書展」作品集をお届けします！  

◆本校や分教室に通う学園生も、在宅訪問学級や病院訪

問学級で学ぶ学園生も、誰もがエントリーできる全校書

道展から審査の上で栄誉を受けた「光書展」＝入選作品

展を校内で開催しました。これを記念して「第３回光書

展作品集」を配布しますので御鑑賞ください。 

（校長 田村康二朗） 
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２月６日（土）、第4回全国公開研究会を、初のＺ０

０ＭによるＷｅｂ配信で開催し、全国の特別支援学校や

関係諸機関等から、総勢３１５名の参加がありました。

今年度は、「今こそ新たな学びの創造～光明学園の６つ

のアクション～」のテーマを掲げ、発信しました。 

 午前中のスタートは、全体会。コロナ禍で学校は未経

験の状況に直面しましたが、「ピンチはチャンス」と捉

え、そこから生まれた新たな学びや活動等、６つのアク

ションについて、田村統括校長が紹介しました。 

その後、文部科学省初等中等教育局特別支援教育特

別支援教育調査官 菅野和彦氏と田村統括校長の対談、

菅野調査官講演「新たな学びの探求 キャリア教育は子

どもたちの人生の質を高めること」へと続きました。 

全国の参加者が、菅野調査官のお話に耳を傾け、ア

ンケートからは、「出たばかりの答申について、直接調

査官よりお話が伺えたことは、大変貴重な時間でし

た。」との感想が寄せられました。 

 午後は、６つのセミナーと、教材・教具ポスターセッ

ションを行いました。前半のセミナーＡでは、「認知の

学習の基礎・基本」、セミナーＢでは「遠隔授業のバリ

エーション」、セミナーＣでは「光明の健康教育」の実

践を発表しました。後半のセミナーＤでは「授業者支援

会議による授業改善」、セミナーＥは「ドミトリで育む

自立の力」、セミナーＦでは「光明 

図書館元年２０２０」の実践を 

発表しました。 

 

 

 

２月１０日（火）、華道体験の授業が行いました。コ

ロナ禍の行事とあって、今回は各部門・学部の各教室に

分かれての体験になりました。ぞれぞれの教室で、児

童・生徒が、綺麗なお花を手にしているところへ、華道

講師の玉置正子先生と、飯田雅子先生が回られ、作品に

アドバイスをいただきました。 

お二人の先生の御助言のとおりに、少しお花の位置

や向きを変えるだけで、作品全体の表情が変わり、それ

がとても不思議な体験でした。 

 

 

今年光明学園が各部門・各セクションで中心的に取

り組んだ課題である「６つのセミナー」発表へは、「命

を守り、学びを止めないための内容に活力をいただきま

した。」との声が寄せられました。菅野調査官の他、同

じく文部科学省特別支援教育調査官の深草瑞世氏、地域

ケアさぽーと研究所理事長の飯野順子氏、児童文学評論

家の赤木かん子氏を講師にお迎えし、各先生方から学び

につながる貴重な講評をいただけたことは大きな財産と

なりました。また、全教職員が作成した教材・教具ポス

ターから選りすぐりの12点を選び、セミナーと並行し

て発表。参加者からは、「自由に選択しながらたくさん

の情報が得られて、大変良かった」と好評でした。 

 当日は、ＰＴＡを代表して役員の方々も、教職員と一

緒にサテライト会場から発表を御覧いただきました。あ

りがとうございました。校内での研究の様子を見ていた

だけたことは、教職員にとって大きな励みとなりまし

た。 

 ホームページに当日の報告を掲載しています。併せて

御覧ください。（学習部担当主幹教諭 小澤奈緒美） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの作品には、お題を付けることで、より一

層お花が生き生きと見えました。現在も、校舎のいたる

所に飾られています。 

是非御覧ください。  

  

 

 

 

（オリパラ教育担当主幹教諭 小澤奈緒美） 

第 4回全国公開研究会（Ｗｅｂ配信） 

日本の伝統文化体験 



 

 

 

令和3年1月より毎月1回、自立活動の授業で、NPO

法人「Being ALIVE Japan」よりスタッフとアスリ

ートを講師に招き、様々なスポーツプログラムを実施し

ています。「Being ALIVE Japan」は、『長期療養の

こどもたちに、最高のこども時代、「青春」を実現する

TEAMを日本全国につくること』を使命に活動してい

る団体です。 

代表の北野華子さんは、幼少・学童期の15年間、長

期療養を送った経験のある方です。B部門生徒の病気や

障害、心理面を御理解いただき、毎回、生徒たちの様子

に合わせた楽しいプログラムを御提供くださっていま

す。これまで、「シッティングバレー」「ラグビー」「ゴ

ルフ」等を行いました。 

 

 

 

 

今年度の歯科衛生士による歯科保健指導は、感染症

予防の観点から、個別指導を中心に実施しました。歯科

衛生士の棚橋さん、成瀬さん、島田さんは本校の歯科検

診でもお世話になっています。 

 S部門は保護者の方に同席をしていただき、希望者を

対象とした個別相談を実施しました。適切なフッ素入り 

歯磨き粉の選び方や使い方、口臭のケア（スポンジ等で 

口腔内をぬぐうだけでも効果あり）や、口周りの緊張が 

強いお子さんに対する口腔マッサージなど、個別のニー

ズに沿った指導が行われました。 

 B部門は十分にお互いの距離をとるため、少人数グル

ープに分けての指導となりました。ブラッシングのポイ

ントを自分自身で鏡を見ながら、歯科衛生士と確認しま 

した。ほとんどの生徒が細かくブラシを動かすことがで

きており、意欲的に取り組んでいました。 

 

 

 

 

生徒たちは毎回、意欲的に体を動かしています。「お

もしろかった」「またやりたい」「次は、こんなスポーツ

をやりたいな」等の感想を寄せています。「スポーツ教

室」の目標は（１）自分の体調や体力に応じて運動する

ことを学ぶ。（２）様々なスポーツを親しみ、生涯スポ

ーツに繋げる。（３）スポーツ活動を通して、人との関

わり方と集団への参加を学ぶ。です。アスリートと交流

し、チームプレイや勝ち負けに対する感情のコントロー

ルも学ぶ機会となっています。 

 

 

（B部門 主幹教諭 岡田典子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

（養護教諭 岸野 優香） 

Ｂ部門 2月 5日（金）「スポーツ教室」 

歯科保健指導 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都立光明学園　令和２年度 令和3年３月行事予定【保護者版】

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

（全校）安全指導日 （S中E）（B中）学年末考査始 （小１～２） １４：１０

（S高F1・2）（B高1・2）学年末考査始 （小３～６・中・高） １５：５０

ORT（大貫） （小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

（B中）学年末考査終 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）保護者会配信開始(至14日） 指導医検診（AM）（荒木Dr）

（S中E）学年末考査終 整形相談（田中Dr） （小） １４：１０

（S高F1・2年）（B高1・2年）学年末考査終 指導医検診（AM）（中村Dr） （中・高） １５：５０

（全校）避難訓練・防災教育推進委員会 （S)摂食相談 （小１～２） １４：１０

（舎）3学期行事 （小３～６・中・高） １５：５０

（B）転学相談日 （小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

（小） １４：１０

（中・高） １５：５０

（Ｓ高）進路報告会

(高)卒業式予行 指導医検診（AM）（栗原Dr） （小） １４：１０

自活訪問（PＭ） （中・高） １５：５０

（全校）保護者会配信終

（小１～２） １４：１０

（小３～６・中・高） １５：５０

（小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

(小・中)卒業式予行 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

（高３）給食終 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

(高)卒業式 （高３） １１：５０

（小・中・高１.２） １５：５０

春分の日

（小１～２） １４：１０

（小３～６・中・高１.２） １５：５０

（小６・中３）給食終 （小１） １４：１０

（小２～６・中・高１.２） １５：５０

(小・中)卒業式 （小６・中３） １１：５０

（在校生）給食終 （小１～5・中１.２・高１.２） １５：５０

(在校生)修了式

(舎)閉舎式

春季休業日始（至4月5日）

令和３年２月26日版　

全校 １５：５０

31 水

27 土

28 日

25 木

26 金

×
停車不可

29 月

30 火

全校 １１：５０

23 火

24 水
×

停車不可

21 日

22 月

19 金

20 土

×
停車不可

17 水

18 木

15 月

16 火

13 土

14 日

11 木

12 金

9 火

10 水

7 日

8 月

5 金

6 土

3 水

4 木 全校 １５：５０

下校時間

1 月

2 火

【19日・24日下校時刻について】

（両部門共通）

〇１９日（金）高卒業式

高３ １１時５０分

小・中・高１．２ １５時５０分

〇２４日（水）小・中卒業式

小６・中３ １１時５０分

小１～５、中１，２ 高１，２ １５時５０分

※全校保護者会は

配信に変更になりました。

【19日・24日・25日西棟バスターミナル使用につ

いて】

卒業式（高等部19日（金）小・中学部24日（木））、

修了式（25日（金）は、停車利用できません。

緊急時はこの限りではありません。御相談ください。

【18日 小学部下校時刻について】

小学部全学年 14：10下校です。


