
 

 

 

 

 

 

まもなく開催！光明祭  ～映像作品鑑賞～   

 11/４～６の間に、部門や学年別に日時を定めて開

催する初めての「映像フェスティバル」です。 

 全保護者に映像を通して、学年の子供たちの学びと成

長を感じ取っていただく好機会となるように校内各所で

撮影等の準備が進められています。詳しくは別途配布済

の光明祭公式プログラムを御確認ください。当日は幕間

15分間での入替制です。前の部を御覧になった方が全

員退出してから消毒作業を終え、次の回の方に5分間

で入場していただき、時刻通りに上映する形です。遅延

していくと後半の保護者の方たちの鑑賞に影響が生じて

しまいます。どうぞ、全体指示に従っての行動をお願い

します。尚、PTAにお願いして、保護者会員の方から

延べ３０名の方に交代で会場誘導や消毒等をサポートし

ていただける事になりました。ありがとうございます。 

 本校教職員の人事異動についてお知らせします！      

◆経営企画課長が10/15（金）で本校の勤務を終え、

教育庁都立学校教育部都立高校改革推進担当課長に転出

しました。代わって10/16(土)付でオリンピック・パ

ラリンピック準備局総務部担当課長＜(公財)東京オリン

ピック・パラリンピック競技大会組織委員会派遣＞から

経営企画課長が着任しました。 

◆S中学部に配置の学校介護職員が９月末をもって退職

致しました。代わって介護職員が補充採用され、11／

1から同学部で勤務開始します。

 御案内：保護者会は 11／2２(月)～2６(金)に！  

 先に文書等でお知らせしましたとおり、御招待型の授

業参観期間を12月に確保するために、当初12月に

予定していた保護者会を11月の後半の4日間に早め

ました。部門・学部別の日程によりＡ棟体育館（Ｂ部門

は寄宿舎）で開催します。密を避けるために広い会場内

に間隔を十分にとって座席配置し、常時換気するなどの

環境を用意します。（全校に関する内容は、4日間共通

の説明をします。）  

Ｓ小学部1～3年 11／２２（月） 10 時開会 

Ｓ小学部４～６年 11／２４（水） 10 時開会 

Ｓ中学部全学年  11／２５（木） 10 時開会 

Ｓ高等部全学年  11／２６（金） 10 時開会 

Ｂ全学部全学年  11／２６（金） 14 時開会 

御家庭でも視聴できますようにオンライン配信も予

定しています。現時点での主な説明内容は❶今後の感染

症予防対応、❷新北棟完成後の利用形態及び新校舎見学 

 

 

 

 

 

 

 

会予告、❸1月以降の保護者等送迎車両の駐車場と動

線・利用可能時間帯、❹今後の南棟建築計画、❺3学

期の卒業式の形態、❻次年度の教育計画のポイント（修

学旅行、移動教室、校外学習、宿泊防災訓練等の在り

方）❼その他の御連絡です。 

◆前回同様、後半は学年別等の保護者会を設けます。終 

了後の時間帯は、会場出席者の方々が卒業に向けた打ち

合わせも含めて、保護者の連携タイムを確保します。 

Ｓ・Ｂ：光明アートプロジェクトが進化します！       

 本校に通学する両部門学園生、在宅訪問教育で学ぶ学

園生、分教室で学ぶ学園生、病院内訪問学級で学ぶ学園

生がそれぞれの輝きを結集させる「光明アートプロジェ

クト」の2nd yearを御紹介します。 

◆個々が輝く！新たな光明アート・ギャラリー  

2学期末に開催の授業参観への御招待時は、1学期

とは異なる初公開作品を展示します。御期待ください。 

◆踊り場2か所に大型タペストリーを展示  

ギャラリースロープの２・3階踊り場の上部の吹き

抜け空間を活用し、新たに大型タペストリーの展示装置

を取り付けます。初展示の一つは、昨年の学園生共同制

作「体育館外壁の巨大壁画」を美術科教員がコラージュ

した作品です。もう一つは、卒業間近のS高３に託し

ました。最高学年の輝きを全学園生が体感できるように

1年間常設します。（詳細は今後お知らせします） 

 インドネシア共和国から都知事への贈り物が本校に届きました！    

 オリ・パラ大会主催地の都知事に各国から贈られた

品々が希望した都内学校に届けられました。額装された

銀糸の刺繍画「帆船」と「バティック」の2点です。 

本校は4年間継続して、諸外国との国際理解教育を進

めてきた実績を評価していただき、希望の品が届きまし

た。現在、S小学部（全学年）は、東南アジアの友好国

であるインドネシア共和国について学んでいるところで

す。貴重な教材として活用していきます。  

 ＜付添い登校される S 保護者の方へのお願い＞   

 避難訓練中に登校した場合は即避難を！  

学校では毎月、校内の全学園生を対象に避難訓練を行

っています。ちょうど訓練中に登校した場合は、そのま

ま避難訓練に合流をお願いします。保護者と保健室に寄

ってバイタル確認中のS学園生の場合も、直ちに訓練へ

の合流が必須ですので、養護教諭等の指示に従ってくだ

さい。火災・地震等はこちらの都合に合わせてはくれな

いとの前提で校内一斉行動の訓練としています。どうぞ

御理解ください。     校長 田村 康二朗 

東京都立光明学園  

校長 田村 康二朗  
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今年度は、小学部としては初めての、学年単位での

発表となります。練習に合わせて、学年活動の時間を、

週に2時間設定してきました。自分自身の課題に取り組

み、一人一人が主人公となります。  

さて、各学年の練習風景をのぞいてみると・・・ 

【小１：ももこ と ももたろう】 

「桃太郎」の昔話にのせてストーリーが、進みます。す

くすくと大きくなった、にじっこの大冒険に、注目を。 

【小２：おむすびころりん】 

「おむすびころりん すっとんとん」の掛け声に合わせ

て、ねずみとおじいさんが楽しい時を過ごします。 

【小３：たけのこだんちは ５かいだて】 

たけのこ団地には、楽しい仲間たちが住んでいます。あ

る日、怖いへびがやってきて。仲間たちは、どうなる？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年ごとの発表で、木曜日の特別活動（学年活動）の

時間を中心に学年ごとに特色ある動画撮影を行いました。 

1 年生「中 1SDGｓ in 沖縄」と題して、SDGｓが

掲げる目標の中から3つを選び、生徒たちが取り組みを

行います。撮影の際にはブルースクリーンを活用してク

ロマキー合成で動画ができ上がるようです。楽しみです

ね。 

2年生「光明２０２０レガシー！～共に未来につなぐ～」

と題して、これまで学んできたオリンピック・パラリン

ピック学習を活かして様々な役割をもった人やスポーツ

の達人が登場します。ラストを飾るのは。。。これもまた

楽しみですね。 

3年生「中3みんなのオリンピック・パラリンピック～

つなげよう聖火、目指せヒーロー！ヒロイン！」 

 

 

 

 

【小４：わくわくＳＵＮこうえんに いこう】 

公園には、楽しい遊具がいっぱい。お腹がすいたら、買

い物をしてみんなでランチ。何とヒーローショーも。 

【小５：光明忍者学園 ～みんなが宝物の巻～】 

見習い忍者たちが、今日も一人前になるために修行をし

ています。一人一人の修行の成果を御覧あれ。 

【小６：オズの魔法使い】 

竜巻に飛ばされたドロシー。家に帰るために魔法使いオ

ズに頼むため、旅に出ます。そこで手にしたものは？ 

★どうぞ、児童の表現に応援をお願いいたします★ 

          （Ｓ小主幹教諭 小澤奈緒美） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と題して、S中3年によるこれから始まるオリパラを開

催します。聖火リレーではオンラインで生徒が登場しま

す。各競技の発表に向けて練習も重ねています。3年生

の活躍に乞うご期待！下の写真は 1 年生の動画撮影風

景です。       （S中主幹教諭 高澤昇太郎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ小学部 6学年それぞれの「光明祭」 

 

Ｓ中学部 

こう【光明祭の取組特集】 

 

 



１年：国ごとの楽器の発表 ３年：ロボット「タング」 

全校放送の録音の様子 

開会式練習の様子 

 

 

 

学年ごとにホームルームで、どんな発表にしようか

考えながらテーマを決め、作品を作っていきました。  

1年生は数名ずつのグループで世界5か国に分かれ、

それぞれの国の「日常のもの」や「自然のもの」を楽器

に見立て、その楽器を使って「Oh！ Ｈappy Day」

を演奏します。明るい曲調に合わせて、各国のイメージ

で演奏します。 

 2年生は修学旅行で訪れる予定だった横浜を舞台にし

たストーリーを作りました。写真はある撮影シーンで 

す。生徒同士のコミュニケーションやテンポの良い会話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の光明祭実行委員会は、一学期中に希望者を

募り、小学部4年生から高等部3年生まで各学年から総

勢１８名の実行委員が決まりました。本格的な活動は二

学期から始まっています。 

はじめに今年度の取り組みを実行委員が確認しまし

た。実行委員長が両部門から1名ずつ選ばれ、開会式や

閉会式の係が決まりました。スローガンやテーマソング

の決定も実行委員の仕事で、各学年からアイデアを集約

し、決定していきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を一生懸命練習しました。 

3年生は庭に現れた、壊れかけのロボット「タング」

を修理しにアメリカに向かう物語です。旅の途中で様々

な人と出会い、関わっていく姿は、まさに光明学園最高

学年の高等部3年生が、それぞれ入学から卒業まで歩ん

できた道とも重なります。 

 総勢50名弱のＳ高等部生、一人一人の活躍と学習の

成果を、映像とその制作過程を通して見ていただければ

と思います。     

           （Ｓ高主幹教諭 伊丹真紀） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スローガンは「明るく輝け 日々の成果 スマイル

光明祭」に決まり、今年度の「光明祭サンバ」にスロー

ガンの言葉が取り入れられました。テーマソングは

BTSの「ダイナマイト」に決まり、振りをつけて練習

しています。 

 現在、実行委員会では全校放送でスローガンや光明祭

サンバ、テーマソングの周知を行い、光明祭を盛り上げ

ています。また、開会式や閉会式の準備・練習をして本

番に備えています。実行委員会が盛り上げる光明祭をど

うぞお楽しみに。（光明祭担当 主任教諭 菅原英輝） 

Ｓ高等部 学習の成果を発表 

光明祭実行委員会の取り組み 

〇〇〇〇 

２年：リズミカルなやりとり 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都立光明学園　令和３年度11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)安全指導日 （小１～３） １４：１０

（小４～６・中・高） １５：５０

（小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

文化の日

(全校)光明祭 （Ｂ）高オープンスクール

(全校)光明祭 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

(全校)光明祭

振替休業日

（Ｂ）高事前相談 （小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

(全校)避難訓練 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

（Ｓ・Ｂ）高入学相談説明会

教育実習第２期始（至26日） (S中高）整形外科相談 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

（Ｓ）摂食相談 （小１～３） １４：１０

（小４～６・中・高） １５：５０

(全校)セーフティ教室 (Ｂ）転学相談日 （小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

健康相談（田角Dｒ） （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

（Ｓ中２・高１）クラシックミニコンサート 体重測定：中高希望者

指導医検診（荒木Dr)

（Ｓ）自活訪問（AＭ） 体重測定：S小希望者 （小） １４：１０

標準服アフターサービス （中・高） １５：５０

（Ｓ小１２３）全校保護者会 指導医検診（井手Dr) （小１～３） １４：１０

（小４～６・中・高） １５：５０

勤労感謝の日

（Ｓ小４５６）全校保護者会 （Ｓ）摂食相談 眼科相談（AM） （小） １４：１０

（Ｓ）自活訪問（AＭ） （中・高） １５：５０

（Ｂ）高オープンスクール 健康相談（橋本Dr）

（Ｓ中）全校保護者会 耳鼻科相談PM

教育実習第２期終 指導医検診（中村Dr) （小） １４：１０

（Ｓ高）（Ｂ）全校保護者会 (S小）整形外科相談 （中・高） １５：５０

（全校）授業参観始 (S中F)(B中)期末考査始(至Ｓ３日Ｂ1日) （小１～３） １４：１０

(S高F)(B高)期末考査始(至３日) （小４～６・中・高） １５：５０

（小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

3 水

4 木

下校時間

1 月

2 火

7 日

8 月

5 金

6 土

11 木

12 金

9 火

10 水

15 月

16 火

13 土

14 日

19 金

20 土

17 水

18 木 全校 １５：５０

23 火

24 水

21 日

22 月

25 木

26 金

全校 １５：５０

29 月

30 火

27 土

28 日

令和３年10月29日版　

×
停車不可

全校 １５：５０

全校 １５：５０

全校 １５：５０


