
 

 

 

 

 

 

本日から2学期です。暑さもおさまれば「学びの

秋」「読書の秋」「芸術の秋」「スポーツの秋」「実りの

秋」の到来です。引き続き、感染予防策をしっかりと継

続しながら、「日々の学び」を積み上げて参ります。 

「健光の橋 最新号」を本日発行します！   

国・都の最新情報を盛り込んだ上で、学校の感染予

防対策を説明した最新号を配布します。御覧ください。 

 9／10（金）総合防災訓練のあらまし    

 遡れば大正期の関東大震災、そして約10年前の東日

本大震災を教訓に、9月を中心に都内各校が学校全体で

毎年行う訓練です。本校では主に中1生を対象に例年実

施していますが、学園生はもとより、安全共同体である

地域住民を救うための対応も想定し、教職員が防災班別

に分かれた訓練も加えています。コロナ禍にあるからと

いって、地震等の災害が待ってくれるとは限りませんの

で、感染予防策を講じながらしっかりと実施します。学

校全体の防災対応の習熟度を向上させることで、全学園

生の安心・安全にもつながる内容です。以下に当日のあ

らましを御紹介します。 

午前の前半：本校全学園生を対象に、地震発生想定の避

難訓練を行います。 

午前の後半：本校の中1学園生を対象に、班別に分かれ

て被災後の初期対応の諸訓練を展開します。（今回は、防

災宿泊訓練ではなく、午前中のみの防災訓練に変更） 

◆防災拠点確認訓練：少人数に分かれて、本校に近接す

る「消防署」「警察署」「避難場所（梅丘中校庭）」の玄関

先まで行き、現地確認と支援依頼をしながら、近隣の防

災マップを作成します。（近隣へは短時間で済ませます。） 

◆防災機器確認訓練：校内各所を点検しながら、校内防

災マップを作成します。 

◆避難所生活体験訓練：避難場所に設置する簡易ベッド

などの用品を設置し体験します。 

◆初期消火訓練：消防署員の指導の下で、水を入れた消

火器を用いて模擬消火を体験します。 

 

 

 

 

 

 

◆非常災害用食料準備訓練：物品確認と簡単な調理準備

を行い、喫食体験（可能な学園生が味見程度）をします。 

午後❶：外部専門家や PTA 会長・防災担当者等を招集

し、防災教育推進委員会を開会し、当日の防災訓練を説

明し、視察と指導助言をお願いします。 

午後❷：全学園生下校後に、本校の全教職員が災害時対

応班（災害時帰宅困難者支援ステーション開設班、避難

所用テント設置班、消火栓等防災機器操作訓練班、災害

時非常食準備班、救急医療班、捜索班）に分かれて、地

震発生後の初動訓練を行います。 

＜分教室や病院訪問学級の防災対応＞ 成育医療研究セ

ンターをはじめ、各病院が施設管理者として法定の防災

訓練を定期的に行っています。関係する教員は、各病院

の指示に基づいて、必要な避難訓練等に加わります。 

 オリ・パラ記念グッズを全学園生に配布します！  

 7/31(土)、本校体育館を会場にVR観戦が行われま

した。参加した学園生は目を輝かせながらオリンピック

の映像に見入っていました。参加できなかった全学園生

にもオリンピック・パラリンピックの一体感を分かち合

ってほしいとのメッセージと共に種々の記念品を頂戴し

ました。各学部人数に応じて同じグッズが配れるように

考慮して、9/１に配ります。本校S部門では学園生のバ

ッグに入れて持ち帰ります。パラリンピック大会の熱戦

は9/5まで続きます。御家族でのテレビ観戦時に御活

用ください。 

「ひまわりのせいくらべ」⇒３ｍ34㎝に育ちました！  

全国の小学校（と特別支援学校小学部）等の千校以

上がエントリーし、育てたひまわりの高さや栽培の様子

を寄せ書きにして競う「2021ひまわりのせいくらべ」（万

田発酵(株)主催、尾道市教育委員会後援）に今年もS小学部

Hグループがエントリー中。8月前半の台風余波によ

る強風が吹いて、最も高く育っていたひまわりが折れて

しまうアクシデントに見舞われてしまいましたが、残っ

たひまわりは逞しく育ち続け、こうべを垂れ始める結実
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期を迎えつつあります。8月27日現在で3m34㎝の

高さに育ちました。まもなく写真を添えて広島の事務局

に報告します。結果発表は9月中頃までにあるそうで

す。（まもなく工事区画に入るA棟中庭での栽培は今回

が最後です。土の恵みと陽射しにも感謝！） 

独自編集した映像による校内オリ・パラ学習！ 

中止の学校連携観戦に代えて、オリ・パラ大会を題

材とした校内学習用の映像を独自編集しました。校内で

のVR観戦、聖火ビジット、アサガオを育てるフラワ

ーレーンプロジェクトなどを内容に織り込み、自分との

繋がりが分かるように工夫しました。9/２以降、各学

年や学習グループ別で大スクリーンや大型モニターを活

用して鑑賞しながら学びを深めていきます。 

 9/１から新刊図書を多数投入し、貸出していきます！       

光明読書元年として6月から本格開始した図書の貸出

等は順調に滑り出し、「図書を借りて読む」「お話会で

聞く」「GIGA端末のわいわい文庫を家庭や学校で活用

し、見る・聞く」他の活動に広げながら定着しつつあり

ます。どんどん読み進み、「新しい本が欲しい」との声

も届くようになってきました。実に嬉しいことです。 

学校予算を予め確保し発注した新刊図書が８月に届

きました。2学期から書棚に並べられるように、透明シ

ールカバーを表に貼るなどの図書の補強（これをしない

と本がすぐに傷んでバラバラになってしまいます。）技

術を身に付ける講習会を先週開催しました。図書管理の

プロをお招きして実地で学び、ここで技術を身に付けた

教職員が中心となって始業式に向けた貸出図書の補強を

進めました。9/1から新刊書を多数投入します。御期

待ください。 

(公財)伊藤忠記念財団の子ども文庫助成事業にエントリー    

 読書習慣が定着してくれば、さらなる本のニーズが高

まるであろうことから、このニーズを予見し、公益財団

法人伊藤忠記念財団が主催されている「子ども文庫助成

事業」に学校としてエントリーしました。50年近く継

続されている本事業ですが、最近、病院で療養中の子供

たち、障害のある子ども達の学校や施設等で読書活動啓

発を行っている団体にも対象枠が広げられたところで

す。先日、書類審査を通過し、8/26(木)に財団担当者

3名による現地調査が行われました。 

その際には分教室拠点も含めた校内の読書活動リー

ダー6名が各々「本校における読書活動の実際」や「現

時点での成果」、「今後の計画等」について熱意を込めて

プレゼンテーションしました。その後、西棟を中心に図

書の管理・活用状況を説明しました。 

 全国から応募多数の助成事業とのことですが、良い結

果が届き、学園生の読書活動の充実につながればと願っ

ています。結果は12月中旬に発表予定です。 

 ＜予告＞ 読書活動推進第2弾！10月にPOPコンテスト開催！      

 自分が読んで感動した本など、他の学園生や多く

の人々に勧めたい本を紹介する書評POPの校内コ

ンテストを10月～11月に予定しています。学校

図書に限らず、たくさんの本に触れる中で「勧め

たい本」を絞り込んでいきます。図書貸出で持ち

帰った本の中で「好感触」「夢中で読んでいまし

た」などの好情報がありましたら、連絡帳等で担

任にもお知らせください。自作POPの候補として

いきます。       

 校長 田村康二朗 
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 都立光明学園　令和３年度９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 外専/自活 PTA
行事
西棟バスターミナル

停車利用

(全校)始業式　(全校)安全指導日

(舎)開舎

(全校)給食始 健康相談（橋本Dr）

B身体測定 （小） １４：１０

(全校）第２回漢字検定（希望者） （中・高） １５：５０

（S中）身体測定 （小１～３） １４：１０

（小４～６・中・高） １５：５０

（Ｓ小１.２.３）身体測定 （小１） １４：１０

指導医検診（井手Dr) （小２～６・中・高） １５：５０

（S小４.５.６）身体測定 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

教育実習第1期始（至24日） （Ｂ）高オープンスクール (S高）身体測定

（Ｓ）自活訪問（ＡＭ）

（全校）(中1)総合防災訓練（避難訓練） (S中高）整形外科相談 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

（小１～３） １４：１０

（小４～６・中・高） １５：５０

（Ｂ）高事前相談 （小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

健康相談（田角Dr） （小） １４：１０

（Ｓ）摂食相談 （中・高） １５：５０

指導医検診（荒木Dr)

（小） １４：１０

（Ｓ）自活訪問（ＡＭ） （中・高） １５：５０

敬老の日

（Ｂ）高オープンスクール （小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

（小） １４：１０

（Ｓ）摂食相談（Ｓ）自活訪問（ＡＭ） （中・高） １５：５０

秋分の日

教育実習第1期終 指導医検診（中村Dr) （小） １４：１０

標準服アフターサービス （Ｓ小）整形外科相談 （中・高） １５：５０

(全校)個人面談週間始(至10月15日) （小１～３） １４：１０

(舎)個人面談週間始(至10月15日) （小４～６・中・高） １５：５０

（小１） １４：１０

（Ｂ）転学相談日 （小２～６・中・高） １５：５０

（Ｓ）摂食相談 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

3 金

4 土

下校時刻

1 水

2 木 全校 １５：５０

全校 １１：５０

7 火

8 水

5 日

6 月

11 土

12 日

9 木

10 金

15 水

16 木

13 月

14 火

19 日

20 月

17 金

18 土

23 木

24 金

21 火

22 水

27 月

28 火

25 土

26 日

29 水

30 木 １５：５０

令和３年９月１日版　

×
停車不可

全校 １５：５０

全校 １５：５０

全校


