
 

 

 

 

 

 

２学期末を迎えました。持ち帰りました通知表を、保

護者の皆様には、学園生の前でお読みいただき、今学期

の努力を認め・讃え・そして励ましていただくことで、

学園生が今後の学ぶ意欲を培ってくださることを期待し

ます。来年がさらに健康で安心できる１年間となります

ように願っています。皆様、良い年をお迎えください。 

 ＜予告＞1月から新校舎「北棟」の利用を開始します！ 

3学期から新校舎を利用開始します。新校舎見学会や

事前の駐車場利用確認等の御案内を別途お配りしていま

すので御覧ください。 

 

 Ｓ・Ｂ  光明祭＆授業参観への御来校に感謝！   

11/29～12/15 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。感染予防を優先したこの形態も昨冬から3回目

となりました。皆様それぞれ御多用の中、御招待日とな

った平日に御来校くださり恐縮です。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。 

KOMEI ART PROJECT  と刻んだ大型の懸垂幕をア

ートギャラリーの吹き抜けに掲げました。昨年の11月

に体育館外壁に全学園生が描いた共同制作の壁画をコラ

ージュしました。「あの壁画をぜひ、残してほしい」との

多くの保護者の声を受けて、光明アート・ギャラリー副

館長を務める美術科教員渾身のデザインです。 

高３：卒業記念タペストリー 最上級生である高等部3

年生の学校生活の３年間をコラージュしたものです。

11月に上映した「ロボット・イン・ザ・ガーデン」の名

シーンも。卒業後の来年11月まで掲げて、高等部生活

の道筋を学ぶ場としていきます。掲示終了後は、大事に

学園で保管し、学校会場で成人を祝う会や同窓会が行わ

れた際に、体育館等に掲げ、学校生活の思い出を振り返

れるように活用します。 

交流小・中学校作品展 これまで学校間交流を積み上げ

てきた松原・代田・世田谷・奥沢・松沢・油面の各小学

校と梅丘・東深沢・大鳥の各中学校から作品をお借りし

て交流作品展を同時開催しました。参観の保護者から多

数のメッセージを寄せていただき、ありがとうございま

した。交流連絡会で各校にお伝えします。 

光明祭＜後期＞作品展示部門 ギャラリーに留まらず、

Ａ棟と西棟全体での作品展を御鑑賞いただく機会としま

した。この展示は、恒例の光美展エントリーを兼ねてい

ましたので、分教室生作品、訪問生作品も含めて、１次

審査、２次審査を行い、その結果を１/11(火)の始業式と

同時に行う表彰式で発表します。２次審査には、全校 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者を代表してＰＴＡ会長・副会長にも審査委員と 

して加わっていただきました。感謝申し上げます。 

鑑賞された方からアーティストへのメッセージ  

「どの作品も素晴らしい！ゆっくりスロープをのぼり 

ながら作品鑑賞できるギャラリーは、どこの学校にもあ 

りませんね。自慢です。」「同じテーマでもそれぞれで個

性が出ていて素晴らしいと感じました。」「今にも動きそ

うなハムスターです。」「スライムアートが個性的」「絵葉

書にしてほしいです。」メッセージを励みに今後も創作

活動を続けていきます。次回をお楽しみに！ 

 

 Ｓ・Ｂ中３・高２生のためのスペシャルコンサート♪  

 学園生活集大成の修学旅行や移動教室が中止となった

ＳＢ中３・高2学園生を対象に「特別な学びの機会」と

して、音楽会を開催しました。「題名のない音楽会」や「世

界一受けたい授業」等の番組にも登場される作曲家の青

島広志先生のピアノ演奏と進行（おしゃべり）で、ソプ

ラノ歌手の赤星啓子氏とテノール歌手の小野勉氏も加わ

っての本格的なコンサートとなりました。堪能した楽曲

は～ヨーロッパの 12月の章では、アヴェ・マリア、天使の

声、天使のパン、日本の 12月の章では、ゆき、冬景色、た

き火、おしえて、北風小僧の寒太郎、北の 12 月の章では、

トロイカ、菩提樹、おおブレネリ、調子をそろえてクリッ

ク、クリック、クリック、キラキラ星変奏曲、12月 25日の

歌の章では、ジングル・ベル、赤鼻のトナカイ、夜空のクリ

スマス、もろびとこぞりて、きよしこの夜。 

 

 祝：学園生 3 名の入選報告：肢体不自由児美術展            

12/10(金)、全国規模の伝統ある公募展る「肢体不自

由児・者の美術展」の入選者が厚労省ホームページ上で

公表されました。本校からは3名の学園生が入選！ 

佳作賞：S高１：生徒 

書「牛」※東京芸術劇場内の特設会場展示及び入選作品集に収録 

佳作賞：S小３：児童 

 画「ダイオウグソクムシ色のイルカ」※入選作品集に収録 

努力賞：Ｓ中２：生徒  

書「丑」             ※入選作品集に収録 

 

Ｓ：ミラコン 202１～プレゼンカップ全国大会で入賞！ 

12/16(木)、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生徒の学

ぶ学校と本校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、
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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

11名の中から東京地区大会優勝者として2年連続で全

国大会に出場したＳ高２生徒は、世田谷区役所を訪ねて

進学支援制度を調べるなどの企画と構成が評価され、

「独創性賞」に輝きました。祝入賞！  

 

 Ｂ：分教室の 2 名の学園生に「都病長表彰」！      

嬉しい一報がありました。分教室の受賞者に以下の

文面の表彰状が届くそうです。「表彰状 入院治療が続

く中にあっても、将来の夢をかなえる為に、分教室での

学習に弛まぬ努力を続ける真剣な姿が、病気治療中の子

供たちや学園生の模範となりました。これは光明学園校

訓「学びの光、前途を照らす」の率先垂範です。この意

欲を讃え表彰します。 東京都立病弱教育校長会長」 

栄誉を受けたお二人を紹介します。 

そよ風分教室 Ｂ高 2 生徒 

そよ風分教室 Ｂ中３ 生徒 

 

 Ｓ・Ｂ：終業式の場で、検定合格者を皆で讃えました！  

２学期中の合格者の表彰を行いました。密を避ける

ため、代表1名を西棟体育室にお招きして表彰を行

い、その努力を讃えました。その様子を全校放送で生中

継して皆の喜びとすることができました。 

＜日本漢字能力検定合格者＞ おめでとう！ 

S小６ 児童  ６級 

S高 3 生徒  6 級 

B高 2 生徒  準 2 級 

 

 １２／24 及び冬季休業期間中の開庁日（事務部門）    

１2／24と休業期間中の開庁日をお知らせします。 

12／24（金）開庁日 業者による移転作業期間 
12／27（月）開庁日 同作業期間       

12／28（火）開庁日 同作業期間 Ａ棟使用終了  

＜12／29～１／３ 年末年始の閉庁期間＞ 
１／４ （火）学校閉庁日 同作業期間 

１／５ （水）開庁日 同作業期間 

１／６ （木）開庁日 同作業期間 
１／７ （金）開庁日 駐車場利用確認機会の提供 

※休業期間中は、教員については働き方改革の一環

として超過勤務解消と休暇取得を奨励していますの
で、不在の場合もあります。その際は、他の勤務中

の教職員に御伝言ください。 

 
＜Ｓ＞ＧＰＳ「どこイルカ」一時利用停止のお知らせ  

 冬季休業に入るため、スクールバスと医療的ケア専用

通学車両に搭載しているＧＰＳをいったん回収します。 

そのため「どこイルカ」は、2学期終業式の日の下校

便(12/23下校便)と、3学期始業式の日の登校便(1/11

登校便)では利用することができません。 

 3 学期始業式の日の下校便(1/11 下校便)から、再び

利用できるようになります。 

 

  冬季休業期間中の緊急時の連絡方法    

年末年始、土日等の閉庁日に、学校に緊急連絡をする

必要が生じた際には、各学年のＰＴＡ運営委員等を通じ

てＰＴＡ会長又は副会長等の役員に御相談ください。副

校長等と連絡が取れるようにしています。 

また、さらに急を要する御連絡は、濃厚接触者やＰＣ

Ｒ検査対象となった時に速やかに連絡をお願いしてい

る校用携帯電話（「健光の橋」に掲載）に遠慮なく御連絡

ください。副校長が承ります。 

 

 Ｓ通学生の御家庭対象「給食調査」への協力のお願い    

先日、Ｓ部門に通学する学園生の御家庭宛に「特別支

援学校の学校給食摂取標準改定に向けた食事調査のお願

い」を配布して、御協力いただける方を募っているとこ

ろです。現在の肢体校の給食基準は、数十年前（昭和後

半）に基づいており、これを改めるための調査です。多

様な実態の肢体校の子供たちの食生活を給食に反映さ

せていくデータとなります。給食充実の好機です。より

多くの御家庭（可能であれば全御家庭）の御協力を得ら

れればと願っています。1／11（火）〈始業日〉の協力回

答もお受けできます。どうぞ御検討ください。 

 

 Ｓ・Ｂ：「寄宿舎フィルムフェスティバル」 を開催！   

12／13(月)に寄宿舎利用生が企画した「寄宿舎フィ

ルム・フェスティバル」が催されました。企画・進行等

を自ら担うことで、主体性や協力・協働を培う場でもあ

ります。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…楽しい様子が伝わってきました。  

 

 開校４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、世田谷区松原の地（現在

地）に念願の新校舎を作ろうと寄付金を集める為に、先

輩保護者の皆様が一致団結して国内超一流の芸術家・音

楽家・芸能のプロを招聘して行った「光明の夕」に光を

当てました。良い環境で学ばせたいとの親の思いと熱意

が伝わってきます。                 

校長 田村 康二朗 

 

 

 

 

 

 

 

良い年を 

お 迎 え 

ください 



 

 

 

12/10（金）と12/17（金）の2日間、S小学部3

年生の学年活動で、オリンピック・パラリンピック教育

の一環として、インドネシアとのオンライン授業を行い

ました。事前学習では、写真や映像と通して、インドネ

シアの動物や食べ物について学び、歌やゲームでインド

ネシア語にも触れました。 

当日は、インドネシアで活動する吉本興業のインド

ネシア住みます芸人の「そこらへん元気」さんの案内

で、インドネシアの首都・ジャカルタの屋台街を散策し

ました。目に映る異国の風景に始まり、インドネシアの

人とのやりとりやインドネシアの料理の紹介などを通し

て、インドネシアを存分に体感することができました。 

インドネシアの人

とのやりとりでは、元

気さんの通訳を介し

て、好きな食べ物やス

ポーツなどを尋ねた

り、事前学習でも取り

組んだ動物の名前の

インドネシア語のクイズを出題してもらったりと、交流 

 

 

 

学園生活集大成の修学旅行が中止となったＳ中３、

Ｓ高2年、B高２学園生を対象にした「特別な学びの機

会」として、ピアノコンサート鑑賞会を設けました。昨

年度も光明学園でオペレッタを披露してくださり、ＴＶ

等でもおなじみの作曲家、青島広志先生のピアノ演奏と

進行で、２０曲ほど鑑賞しました。 

明治から現代にかけての童謡や、世界の冬の歌な

ど、幅広い曲に、２名の声楽家が素晴らしい歌声を響か

せてくれました。生徒たちは十分に感染対策をとった体

育館で、夢のような演奏にうっとりと聞き入り、時に手

拍子や振り付けで盛り上がりました。 

青島先生はイラストもお得意で、絵を描きながら楽

しくて勉強になる話をして下さいました。生徒たちは熱 

 

 

 

 

することができました。日本の子ども達との交流に快く

協力し、笑顔で答えるインドネシアの人達のおかげで、

児童もリラックスして、やりとりをすることができまし

た。インドネシアの料理の紹介では、「ナシゴレン」や「ア

ヤムゴレン」、「ココナッツジュース」などを元気さんが

食べながら紹介してくれました。美味しそうに食べる姿

に、思わず「羨ましい！」と声を出す児童もいました。 

文化や食べ物などの日本との違いや、インドネシアの

魅力や面白さ、そして、インドネシアの人達の温かさに

触れることができたオンライン授業でした。 

       （S部門小学部 主任教諭 大城陽子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心に聞き入り、時に笑い声もあがり、非常に有意義な時

間を会場に集った全員で共有することができました。 

（S部門高等部 主任教諭 佐藤尚子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 中３・S高２・B高 2ピアノコンサート鑑賞（スペシャルプログラム） 

インドネシアとの Zoomオンライン授業をしました！ 



 

 

 

オリンピック・パラリンピック競技観戦応援事業の

一環として、12/2日（木）に車いすラグビーの体験教

室とミニ講話を実施しました。午前の部はS部門中学部

D・Eグループ、午後の部はS部門高等部D・E・Fグル

ープの生徒を対象に行いました。 

当日は2020東京パラリンピック日本代表として3位

（銅メダル）獲得に貢献した池崎大輔選手と今井友明選

手の２名が講師として来校されました。 

 ミニ講話では、今年出場した2020東京パラリンピ

ックについてのお話や、大会で獲得した銅メダルを見た

り、首に掛けさせてもらったりして、みんなとても興味

をもっている様子でした。 

 体験教室では、はじめに専用の車いすに乗り、その操

作を体験しました。その後、車いすラグビーの醍醐味で

あるタックルを受けて衝撃を体験したり、簡単な試合を

したりして盛り上がりました。 

 

 

 

 

 全国の肢体不自由特別支援学校高等部に在籍する生徒

を対象に「ミラコン～第４回プレゼンカップ全国大会

～」が光明学園西棟体育室を会場に、全国７ブロックか

ら選ばれた７名の生徒が出場して行われました。本校か

らも２名の生徒が応募し、東京ブロック予選大会で第１

位と第３位に輝きました。東京ブロック予選大会で第１

位となったＳ高２生徒が「夢を諦めない」というプレゼ

ンで全国大会に出場しました。７名の審査員が厳正なる

審査を行い各賞が選出されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生徒達はみんなとても良い表情をし、体験を楽しんで

いる様子でした。「またやりたい！」といった感想も出 

るなど、とても印象に残る体験となりました。 

（S部門高等部 主任教諭 松井裕記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高２生徒のプレゼン

は見事「独創性賞」を

獲得しました。感想を

司会の方から聞かれる

と、来年度を見据えて

来年こそはもっと上位

の賞をねらいたいと答えていました。来年度の大会に向

けてプレゼンの力を高めてください。入賞おめでとう！     

（情報科 主幹教諭 高澤 昇太郎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミラコン～第４回プレゼンカップ全国大会～ 

車いすラグビー体験教室&ミニ講話 
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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

成人の日

(全校)始業式、(全校)安全指導日 指導医検診（栗原Ｄｒ）

(舎)開舎

(全校)給食始  （全校）書初め大会 B身体測定 （小） １４：１０

（全校）北棟保護者見学会（11:00～12：00） （中・高） １５：５０

S身体測定

（全校）北棟保護者見学会（14:00～15：00） S身体測定 （小） １４：１０

(全校）第３回漢字検定（希望者） （Ｓ中高）整形外科相談 （中・高） １５：５０

（Ｓ中高）部活動（ハンドサッカー）

（Ｓ）摂食相談 S身体測定 （小１～２） １４：１０

（小３～６・中・高） １５：５０

(B)転学相談日 （小１） １４：１０

(全校)避難訓練 （小２～６・中・高） １５：５０

S身体測定 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

指導医検診（荒木Dr)

（Ｓ）自活訪問（AＭ） （小） １４：１０

（全校）第３回英語検定（希望者） (S高３）ロックバンド演奏会 （中・高） １５：５０

（Ｓ中高）部活動（ハンドサッカー）

（Ｓ）摂食相談 指導医検診（井手Dr) （小１～２） １４：１０

（小３～６・中・高） １５：５０

（小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

(S)（Ｂ）高等部入学相談 【（Ｓ高）休業日】 （小） １４：１０

（Ｓ小）邦楽鑑賞会 （中） １５：５０

(B)高等部入学相談 （Ｓ）自活訪問（AＭ）

（Ｓ）自活訪問（PＭ） 指導医検診（中村Dr) （小） １４：１０

(S小）整形外科相談 （中・高） １５：５０

（Ｓ中高）部活動（ハンドサッカー）

(S高F3年)(B高3年)学年末考査始(至2月6日) （小１～２） １４：１０

（小３～６・中・高） １５：５０

28 金

全校

31 月

29 土

30 日

１５：５０

25 火

26 水

27 木

23 日

24 月

21 金

22 土

19 水

20 木 全校 １５：５０

17 月

18 火

15 土

16 日

13 木

14 金

全校 １５：５０

11 火

12 水

全校 １１：５０
×

停車不可

9 日

10 月

7 金

8 土

5 水

6 木

3 月

4 火

下校時間

1 土

2 日

３学期から、小学部３年生は、

月曜日が15：50下校になります。

２６日 Ｓ部門高等部は、

休業日です。


