
 

 

今日から新学年の1学期がスタートしました。社会状

況に応じて必要な対応を講じながらも、本学園は「学び

を止めない」を教職員のスローガンとして、日々の学習

が積みあがるように創意工夫していきます。 

 おめでとう！ 小・中入学・進級・高等部入学              

桜が祝う光明学園！ 小学部への就学、新学年への進級、

中学部への進学、高等部入学、おめでと

うございます。入学と始業を祝って西棟

校地の桜が始業の日に花びらを飛ばし

てくれました。（写真） 

 令和 3年度の学園教育がスタート！              

開校５年目となる令和３年度の教育がスタートしま

した。校長の田村康二朗（ﾀﾑﾗｺｳｼﾞﾛｳ）です。４/1付で

再度、統括校長（再任用）として 1 年間の発令を受け、

開校5年目の指揮を執ります。どうぞよろしくお願いし

ます。本年度の組織の概要をお知らせします。 

田村康二朗 統括校長継続 ／ 学園全体の総括責任者    

鈴木 隆幸 経営企画課長継続 ／ 事務の責任者 

泉  愼一 副校長継続 ／本校B部門の責任者 

寄宿舎教育の責任者 

（S高等部主担当） 

石川  拓 副校長継続 ／ Ｓ部門の責任者 

             （S中学部主担当） 

             分教室拠点の責任者 

吉平竜太郎副校長着任 ／ S部門の副責任者 

※青山特支校教員から昇任     （S小学部主担当）  

※Ｓ部門＝肢体不自由教育部門の略称 

 Ｂ部門＝病弱教育部門の略称 

※秋本副校長は永福学園（副校長）に転出しました。 

＜学校規模＞ 4月６日現在です。日々変動しています。 

全学園生数 ２２３名 前年度5月から  ＋１１人 

４／６（火）に始業式で学校生活スタート！        

学習の節目である各学期の始業・終業・修了式は、本 

 

 

 

 

 

 

来であれば両部門の学園生が一堂に会し、表彰や通知表

授与、学習活動報告も行う「集団の場を学ぶ」大切な教

育活動となっています。今回は感染予防を第一として各

学級に分散した状態で、全校放送で始業式を行いました。

「校長先生からのお話」では、調理員・スクールバス乗

務員さん等の紹介を通して、学校生活を支えてくださる

方々に感謝する事も学びます。 

 4／7（水）に小入学式・中入学式 4／8（木）に高入学式！   

入学式は、小・中学部の義務教育と後期中等教育の高

等部に分けています。今回は小と中を前後に分けて感染

予防に万全を期します。併せて都教育委員会の指示に基

づき、新入生とその保護者のみの参列とし、来賓及び在

校生と在校生保護者の参加は取り止めとなりました。 

 全校保護者会期間 ４／20（火）～23（金）         

本校では、全保護者が学校全般について共通理解がも

てるように、年度初めの4月と各学期末（7・12・3月）

に定例の全校保護者会を設けています。当日は体育館を

会場に学校全般にかかわる内容を校長から説明後、各部

門・各学部・各学年（及び学習グループ）の説明を担当

主幹教諭等から順に行っています。しかしながら、コロ

ナ禍が続く間は、感染予防に万全を期して、S：小 1・

2・3学年、S小4・5・6学年、Ｓ中、S高、B本校全

学部の別に曜日や時間帯を分けて開催しています。（昨年

は広い体育館に間隔を取って席を配置し、十分換気しな

がら20名程度が参加されています。）なお、在宅訪問学

級の保護者の方は、当該学部の保護者会に参加いただき

ます。（分教室及び病院訪問の保護者会は別扱いとなりま

す。開催時には改めてお知らせします。）当日の全体会（校

長説明部分）については、Zoomによるオンライン配信

も行いますので、御家庭から出席することもできます。

尚、説明内容の概要を記した全校保護者会通信「光明の

橋」を当日に全学園生が持ち帰るようにしますので、御

都合で出席や参加の難しい方には、そちらを必ず御覧く

ださい。 
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さらに、緊急事態宣言発令等があった場合は、全てオ

ンライン形式に切り替える場合も有ります。その場合は

文書や緊急連絡システム等で事前に御連絡します。 

 校外学習・修学旅行等の計画は2学期以降とします      

コロナ禍が当面続くことを想定して、今年度の修学旅

行等を含めた校外学習は、2学期以降に設定しています。

こうした今後の想定や授業参観の在り方等については、

全校保護者会で詳しく御説明します。 

 年度当初にお配りする全学園生向け文書の一覧です！ 

❶ 令和３年度 該当の学級編制及び指導体制 

❷ 令和３年度 学習グループ編成（Ｓ部門のみ4/8配布） 

❸ 令和３年度 光明学園教職員 異動等一覧 

❹ 令和3年度 年間行事予定（４月６日版） 

❺ 学校通信「光明の学び」（始業式・入学式号） 

※これ以外に、学年・学級発文書が加わります 

※B部門本校生は、帰省日に持ち帰ります。 

 文書等の配布日をお知らせします！     

・在校生…４／６（火）【始業式日】 

・小中学部新入生…４／７（水）【小・中入学式日】 

・高等部新入生…４／８（木）【高入学式日】 

・在宅訪問生…４／６以降【初回訪問日（始業式日）】 

・そよ風分教室在校生…４／６（月）【始業式日】 

・病院訪問生…４／６以降【初回訪問日（始業式日）】 

２部門・2拠点と寄宿舎・5指導形態の全容       

改めて光明学園の指導形態をお知らせします。図を御

覧ください。学ぶ場は離れていても一つの学園として愛

校精神を育て、母校に誇りがもてるように指導していき

ます。本校では、始業・終業・修了式、入学・卒業式 

入舎・閉舎式は、両部門合同で行い、互いを認め合う学

びの場としています。 

◆本校拠点で学ぶ学園生 

○肢体不自由教育部門 …自宅通学生への指導 

            …在宅訪問による指導 

 ○病弱教育部門       …寄宿舎通学生への指導 

□寄宿舎＜Ｂ部門本校在籍、Ｓ部門島嶼等の方＞ 

◆分教室拠点で学ぶ学園生 成育医療研究センター内 

○病弱教育部門    …そよ風分教室での指導 

  （各病院入院の方） …病院訪問による指導 

＜指導体制、学年・学級編制等＞の構築に当たって      

各学年・学級の編制及び指導担当教職員につきまして

は、配布文書によりお知らせいたします。 

なお、各学級の編制に当たっては、東京都教育委員会

が定める基準を踏まえ、下記の観点で行いました。 

普通学級と重度・重複学級の考え方 

東京都が定める特別支援学校学級編制基準では、 

小・中学部普通学級は6名以内／担任1名 

高等部普通学級は８名以内／担任1名 

小中高の重度・重複学級は３名以内／担任1名 

小中高の病院訪問学級は3名以内／担任1名 

小中高の在宅訪問学級は3名以内／担任1名 

と定められています。 

重度・重複学級（都の制度名称）は特に少人数の学級

ですので、担当教員との固定的な関係を重視し、きめ細

かく指導・介護ができる利点があり、健康・発達面で特

段の配慮が必要なお子さんに向いています。 

普通学級（制度名称）は、クラスの人数が多い分、多

様な刺激を受け、人間関係が広がり易い良さがあります。 

ところで、普通学級数は児童・生徒数に応じて配当さ

れますので、例えば、小１児童が6名だと１学級、７名

だと２学級と人数に応じ学級数が自動的に増減します。 

一方、重度・重複学級数の総数は全都で定められてお

り、都内全校の在籍者や入学予定者の実態を教育委員会

が調査・観察して、各校の配当学級数が前年度末に決ま

るところが、普通学級の増減と異なるところです。 

本校では、重度・重複学級の編制に当たっては、上記

の考え方に基づき、特別支援教育の専門家として、お子

様の実態を踏まえて行いました。学校生活の基盤は学級

ですので、十分工夫して編制いたしました。両部門全学

部の学年・学級の一覧は、高等部入学生を迎える４月８

日（木）に配布としています。御覧ください。 

担任教職員等の配置の考え方 都教育委員会基準では、

小・中学校と同様に特別支援学校も１学級1名の教員配

置となっています。これとは別に特別支援学校の教職員

配置基準により学校全体に配置される教職員数がありま

すので、これを実態に応じて学級担当に加えて複数担任

配置とする場合もあります。本校では配置された教員と

学校介護職員（S部門のみ）を男女バランス、所持する

教員免許や指導・介護経験等を加味してより良い指導体

制となるように検討の上、配置しています。 

校長 田村 康二朗 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都立光明学園　令和３年度4月　行事予定表【保護者配布版】
日 曜

全校行事
部門合同行事

学部行事 保健行事(肢・病併記) 外専/自活 PTA
行事
西棟バスターミナル

停車利用
下校便

春季休業日終

始業式 (舎)開舎

(小・中)(そよ風小・中・高)入学式

【短縮１１：５０】

(高)入学式、(舎)入舎式

【短縮１１：５０】

(小2～高3)給食始、(全校)安全指導日 ■(小1) １１：５０

【(小1)短縮１１：５０】 (小2～6・中・高) １５：５０

【(小1)短縮１１：５０】 B：身体測定+視力聴力検査（A棟） ■(小1) １１：５０

(小2～6・中・高) １５：５０

(小1)給食始 (B)転学相談日 （小１） １４：１０

(小2～6・中・高) １５：５０

（Ｓ）摂食相談 PTA （小） １４：１０

会計監査 （中・高） １５：５０

【(小1)短縮１４：１０】 指導医検診（荒木Dr) （小１） １４：１０

(全校)避難訓練 (小2～6・中・高) １５：５０

離任式 S中：身体測定+視力・聴力検査（体育室） （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

S小１～３：身体測定　視力・聴力検査（体育室） （小１～３） １４：１０

尿検査① （小４～６・中・高） １５：５０

(Ｓ小１２３年)全校保護者会 S小４～６：身体測定　視力・聴力検査（体育室） （小１） １４：１０

尿検査② （小２～６・中・高） １５：５０

(Ｓ小４５６年)全校保護者会 眼科AM① （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

【(小1)短縮１４：１０】 耳鼻科AM① （小１） １４：１０

(Ｓ中)全校保護者会 (小2～6・中・高) １５：５０

（Ｓ高）（Ｂ）全校保護者会(舎)保護者会 S高：身体測定+視力・聴力検査（体育室） （小） １４：１０

指導医検診（中村Dr) （中・高） １５：５０

【全校短縮日】全校14：10下校 （Ｓ）摂食相談 欠席者身体測定（西棟玄関）

(全校)（舎）個人面談週間始(至5月21日)

欠席者身体測定（西棟玄関） （小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

（Ｓ）摂食相談 内科検診AM（田角Dr）① （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

昭和の日

PTA総会 （Ｂ）新入生歓迎会 PTA （小） １４：１０

総会 （中・高） １５：５０

3 土

4 日

下校時間

1 木

2 金

7 水 C 全校 １１：５０

5 月

6 火 C 全校 １１：５０
×

停車不可

10 土

8 木 C

9 金 A
×

停車不可

13 火 A

14 水 A

11 日

12 月 A
×

停車不可

17 土

15 木 A

16 金 A

20 火 A

18 日

19 月 A

23 金 A

24 土

21 水 A

22 木 A

日

26 月 D 全校 １４：１０

令和３年4月６日版　

×
停車不可

×
停車不可

全校 １１：５０

29 木

30 金 A

28 水 A

27 火 A

25

■4月9日（金）・12日(月)の下校時刻

小１ １１：５０

小２～高３ １５：５０


