
 

 

 

 

 

 

2 月上旬開催が恒例のＳ部門対象の「ハンドサッカー

都大会」及びそこに向けての部活動が中止なりました。大

変残念です。一方で学園生の学びの結晶である作品を通

して、個性を輝かせたり、互いを認めあったりできる 

アート・アクションは、形態を工夫しながら進めています。

両部門の本校と分教室・訪問学級の誰もがエントリーで

きる伝統の「光美展」（2学期末開催）に続き、「光書展」

もまもなく開催です。 

また、Ｂ部門対象の全国ロボットプログラミング選手

権が2月1日に遠隔開催され、秋に行われた関東甲信越

地区大会で上位に入賞した本校チームが大会本部に送っ

た応募プログラムが、全国優勝を目指してロボット相撲

の土俵に上がります。結果は、神奈川県立横浜南養護学校

のホームページ内に表示されたリンク先に掲載される見

込みです。（ルールやロボットの仕様の説明も掲載） 

 〈予告〉年度末全校保護者会の開催日と形態  

感染予防上の観点から年度末の全校保護者会も前回同

様に分散・オンライン併用型開催とするため、日程を変更

します。 

3月１日（火）Ｓ小４・５・６年 

3月２日（水）Ｓ高 

3月３日（木）Ｓ小１・２・３年 

3月４日（金）午前：Ｓ中、同日午後：Ｂ全学年 

今 年 度 の 卒 業 式 の 形 態 ・ 規 模  

 都教育委員会から「感染症対策を施した令和3年度卒

業式の在り方について」の通知が各校に届きました。その

ポイントをお知らせします。 

◎基本対策：入場者検温、手指消毒、マスク着用徹底 

◎密閉回避：式全体を1時間以内で計画、知事メッセージや

教育委員会挨拶は配布、祝電披露は名前紹介のみ、30分目

安で２方向の窓を数分間開放し会場の換気を実施。 

◎密集回避：座席間隔は、前後左右を 1座席分の空間確保、

卒業生保護者参列は各２名まで、在校生参列は代表者のみ、

来賓はＰＴＡ・同窓会等関係団体の代表のみ最小限。 

★本校は広くなった新体育館を会場に、上記を超える感

染予防対策を講じた上で清新な式となるようにします。 

（プログラム詳細は卒業学年に2月下旬以降にお示しします。） 

卒業・進級のシーズンが目前ですので、この機会に大事

な「進級」や「卒業」に関して解説いたします。 

 修了・進級認定、そして卒業認定  

公教育全般については、全て法令等で定められていま

す。学校教育法施行規則第５７条には「小学校におい 

 

 

 

 

 

 

て、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たって

は、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければ 

ならない」と示されています。（中学校も同様の規定）

つまり、出席日数だけで決まる訳ではないのです。授業

態度や学ぶ意欲等を含めた平素（常日頃）の学習の活動

成果をもとに決めるという考え方です。また関連する通

達により、（病気等も含めた）長期欠席の児童・生徒に

ついても、適切な方法でその成績を評価する事で、卒業

認定できるとされています。更に特別な事情があれば、

その事情を考慮してよいとされています。 

こうした全課程修了と卒業認定・進級修了認定は全て

校長が行うことも定められています。そして同規則第５

８条には「全課程修了者と認めた者に校長は卒業証書を

授与しなければならない」と規定され、これが卒業証書

授与式の根拠となっています。特別支援学校の小・中・

高の各学部にも上記法令が適用されます。 

 卒 業 認 定 会 議   

光明学園においては年度末の2月下旬に「卒業認定会

議」を開催します。３月末時点で当該学部での在籍月数

が3年分の36ヶ月（中高）、6年分の72ヶ月（小）

に届く見込みの学園生が対象としてリストアップされま

す。対象者名簿を作成の上、学級の主担任が学園生一人

一人の出席・遅刻・早退・欠席（及びその理由）を一覧

にし、これと日頃の学習状況の成果を合わせて、卒業の

認定可否についての所見をまとめて、認定会議にて校長

等構成員に報告し、質疑・協議を経て校長が「卒業認

定」を決定した後、「卒業証書」作成に進みます。  

 進 級 認 定 会 議   

卒業学年を除く在学生に関しては、各学年の学習内容

の履修と修得を確認し、次の学年への進級できるか否か

を判断する「進級認定会議」を3月上旬に開催します。

学年別対象者名簿を作成の上、学級の主担任が一人一人

の出席・遅刻・早退・欠席（及びその理由）を一覧に

し、これと日頃の学習状況の成果を合わせて、進級の認

定可否についての所見をまとめて認定会議上で校長等構

成員に報告し、質疑・協議を経て校長が「進級認定」を
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決定した後、通知表に付した「学年修了証」作成に進み

ます。 

 特別支援学校における成績評価方法   

特別支援学校の場合は、小・中学校や高校の教科書に

沿った教育内容に基づく数値評価では、学習成果を正し

く評価できない児童・生徒が少なくありません。そうし

た場合には、通知表や個別指導計画で家庭にお知らせす

るのと同様、学習状況や学習活動成果を文章による表記

で評価した上で、公簿の指導要録等に記載します。 

 卒業証書と賞状等の違い  

卒業証書は、法令で定められた全課程修了の証明書と

言えるものです。証書の様式や内容は教育委員会が決め

ます。証書には対象者を特定するために、氏名と生年月

日が明記してありますが、証明書であるため、敬称（～

様、～殿、～君、～さん）は付記されません。これは運

転免許証等と同様です。お手元に免許証がありましたら

御確認ください。敬称は付けていません。敬称を省略し

たのではなく、あくまで氏名特定の為の記載です。 

一方で感謝状・賞状・表彰状等には全て敬称が付きま

す。特に讃えるべき行いに対し敬意を込めて謝意等を表

すからです。証書と賞状等は大きく異なるものです。 

 卒業（証書授与）式と呼名  

卒業証書授与時には、教員等が「呼名」しますが、全

課程修了者個々を特定して確認するために、授与者の校

長及びお客様である参列の来賓等に対し、「氏名」を読

み上げます。この場合、自分の身内には敬称を付けない

のと同様、お祝いに駆けつけてくださったお客様に対し

て、（身内の）卒業生呼名には敬称を付せずに氏名だけ

を読み上げます。（決して「呼び捨て」ではありませ

ん。丁寧に心を込めて氏名を読み上げます。）このと

き、卒業生が自発的に自分なりの方法で返答する姿か

ら、最後の学習に臨む自覚が伝わってきて心に響きま

す。（点呼ではないので、返答の義務付けがあるわけで

はありません。）この後、壇上で卒業証書を校長が文面

通りに読上げ、学府の象徴である校章を刻んだ演壇から

本人に授け（授与し）ます。大学の学位授与と全く同様

の「サズケル」という形態です。《ちなみに、これが表

彰状や賞状は授与（式）ではなく贈呈（式）と変わりま

す。サズケルのではなくオオクリするとなり、意味合い

が全く異なってきます。アカデミー賞授賞式でのオスカ 

ー贈呈では、壇上でプレゼンターと受賞者が左右から歩

み寄ってお贈りする形です。》 

授与後に参列した方々から全学業を成就した卒業生の

不断の努力に対し、拍手が湧き起こる事が常です。 

 卒業証書授与台帳   

卒業証書は、前述のように法令で定められた大切な証

書です。卒業証明書は申請があれば卒業後も何回でも発

行できますが、卒業証書は再発行できない世界で只一枚

の大切な証書です。証書には開校以来の証書番号が入

り、上には割印が押されています。この発行に当たって

は卒業証書授与台帳（卒業生原簿とも言います）が基と

なります。この卒業生台帳には、年度別／部門別／学部

別に授与日と校長名が記された上で、個々の欄に卒業生

氏名、保護者氏名、卒業時住所、証書番号が記され、割

印が押されます。この台帳は、永年又は１００年保存と

定められています。指導要録の保存（規則では学籍記録

は卒後20年、指導記録は卒後５年保存の義務付けで

す。）と比べても際立った長期保存です。これは本人が

社会で活躍している一生涯、何時でも卒業証明できるよ

うにするためです。 

（参考：本校は、閉校した母体校の事務引継校であるた

め、母体の光明学校（昭和7年開校）、都立久留米養護

学校（昭和11年開校）、都立片浜養護学校（昭和16

年開校）を卒業された方の名が記された卒業証書授与台

帳も大事に保管しています。） 

 卒業証書の作成に伴う押印・割印  

光明学園では、年間数回の「履修状況確認会議」を踏

まえ、卒業式目前の2月下旬以降に卒業認定会議を開催

します。その後、卒業認定者に対しては卒業証書授与台

帳を整え、卒業証書作成を進めていきます。証書の卒業

生氏名は、プロの筆耕家に依頼して毛筆の手書きとなっ

ています。その上で担任が筆耕氏名を確認の上、校長代

行として心を込めて校長公印を印泥を用いて押印しま

す。さらに台帳に記された事項と相違なく唯一の原本証

書であることを証明するために、卒業証書授与台帳の本

人欄に証書を重ね、上辺中央に割印を押印します。 

 紙筒に代えて、証書ファイルで！  

本校では一般的な証書用の紙筒は用いずに、授与時に

持ち易く、写真映えし、家庭で保管しやすい折畳みの証

書ファイルを採用しています。 

 

  校長 田村 康二朗 

 

 



 

 

 

 

１月２１日（金）１３：３０から、「♪光明学園 高

等部３年生に贈るスペシャルコンサート＆光明の歴史映

像＆講話♪ 」が開催されました。 

第一部では、米国空軍太平洋音楽隊「パシフィック・ト

レンズ」の音楽の世界を映像鑑賞しました。上映のはじ

めに、卒業生に向けたメッセージをいただき、黒崎課長

が同時通訳をしてくださいました。ロックバンドやジャ

ズバンドの演奏に、皆、画面に集中して、とても楽しく

聴いていました。また、卒業を祝う映像や、飛行機の映

像もあり、見ても聴いても楽しめる内容でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ高等部第3学年では、卒業に向けた進路学習の一環

として、株式会社ファンケル（以下、ファンケル）の社

員を講師として、1月21日（金）の午前中に身だしなみ

講座に取り組みました。これまでは講師に来校いただい

ていましたが、新型コロナの感染状況を鑑み、今回はオ

ンラインにて実施しています。 

 卒業間近となるこの時期、４月からの社会参加に向け

て、洗顔・スキンケア・整髪の身だしなみ実習に取り組

みました。今回は、ファンケルよりいただいた身だしな

みＢＯＯＫに基づき、洗顔パウダーや化粧液シート、化

粧液・乳液などを使って洗顔・スキンケアを行い、整髪

料を付けて持参したブラシやくしで髪型を整えました。

何度も自分の頬に触れて感触を確かめる生徒や鏡に映る

自分の顔をじっと見入る生徒の姿が印象的でした。学年

生徒・教員で楽しく身だしなみに取り組むことができま

した。 

  

 

 

 

第二部は、田村統括校長による光明学園の歴史講話で

した。昔の映像も交えながら、光明学園の歴史を知 

ることができました。高等部第３学年にとっては、卒業 

を前に母校光明学園の長い歴史を知るとともに、肢体 

不自由のある生徒への治療・教育のなりたちや変遷につ

いても知り、ここまでの先輩方の苦労や努力があって、

今の学校生活があることを学びました。 

卒業後も振り返ることができる思い出に残る一日とな

りました。 

（S高等部第３学年主任 主任教諭 上野由美子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日のオンライン講座に参加できなかった生徒につい

ては、後日、身だしなみＢＯＯＫと身だしなみ用品をお

渡ししています。当日参加した生徒も身だしなみＢＯＯ

Ｋを持ち帰っていますので、参考資料として御活用くだ

さい。 

 Ｓ高等部第3学年にとっては、午前「身だしなみ講

座」そして午後「スペシャルプログラム」と、卒業に向

けた学習が続きました。生徒も教職員も、卒業を意識し

た特別な一日になったことと思います。 

 

 

 

 

 

 

      （進路指導部 主任教諭 大和田耕平） 

高等部第３学年 スペシャルプログラム 

Ｓ高等部第３学年 身だしなみ講座 

〇〇〇〇 



 

 

 

 令和4年1月12

日に書初め大会を

行いました。初め

ての新校舎北棟新

体育館、老松の大

屏風が新春の雰囲

気を盛り上げてく

れました。田村統括校長の書初め大会に向けての御挨拶

のあと、講師の書道教授 から、今年の干支の「寅」の

文字の由来のお話を聞きました。児童・生徒は、各教室

と体育館にわかれておこないました。事前に楠瀬氏から

送られた色々な字の「とら」のお手本から書く文字を選

んだり、自分の1年の抱負を四字熟語で表したり、事前

学習で各自書く文字を選んで臨みました。体育館では、

楠瀬氏の大きな筆で勢いある「寅」のパフォーマンスに

続き、小学部・中学部の代表が大きな紙に自分で好きな

文字を書きました。 

 墨汁の香りが漂う中、真っ白な半紙や色紙に向かう児

童・生徒の姿勢の良さは、「今年一年がより良い年にな

りますように」という気持ちが表れていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各教室では同時に書初めが行われ、楠瀬氏の巡回指導

では「気持ちが込められているね」「いい字だよ」と、

子供たちに言葉をかけていただきました。最後に高等部

の生徒代表2名から講師への感謝の言葉を伝えました。

書初めは、各教室前に掲示され、すべて光書展へのエン

トリー作品となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オリパラ担当 主任教諭 逵直美） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光明学園の新年のはじまりは、書初め大会から！ 

【笑顔で筆さばき！】 

 

【伸び伸びと筆さばき】 

 

 

【姿勢よく好きな文字を】 

 

 

＊令和 4年度年間行事予定（暫定版）を配布します。 

1月末現在の予定表です。今後、変更が生じる場合がございます。確定版

は 4月に配布いたします。現時点での参考として御活用ください。 

尚、高等部第２学年の修学旅行につきましては、現在、日程を調整中です

ので、記載しておりません。御承知おきください。 

＊北棟避難経路図を配布します。 

配布済みの「防災の橋」に添付できるページがあります 

ので、そちらに貼り付けていただけますようお願いいたします。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都立光明学園　令和３年度令和４年２月　行事予定表【保護者配布版】 令和４年1月28日版　

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

歯科保健指導 （小１） １４：１０

(全校)安全指導日 （小２～６・中・高） １５：５０

（Ｓ）摂食相談 健康相談（田角Dr） （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

(S高F3年)(B高3年)学年末考査終

【(全校)短縮日】11：5０下校

全国公開研究会

（Ｓ）自活訪問（PＭ） （小１～２） １４：１０

（小３～６・中・高） １５：５０

（小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

(S小・中)入学準備説明会 【(S小・中)短縮日】（11：50下校） （小・中） １１：５０

（Ｓ）摂食相談 （高） １５：５０

(全校)避難訓練

建国記念の日

(全校)（舎）個人面談週間始(至28日) （小１～２） １４：１０

（小３～６・中・高） １５：５０

(B)転学相談日 （小１） １４：１０

（Ｓ）自活訪問（AＭ） （小２～６・中・高） １５：５０

（小） １４：１０

（中・高） １５：５０

指導医検診（荒木Dr)

学校保健委員会１３：３０～（オンライン）

(S中高）整形外科相談 （小） １４：１０

歯科保健指導 （中・高） １５：５０

(Ｓ中Ｆ）(S高F1・2年)学年末考査始（至28日） （小１～２） １４：１０

(B中高)学年末考査始（至25日）（Ｓ）摂食相談 （小３～６・中・高） １５：５０

指導医検診（井手Dr) （小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

天皇誕生日

歯科保健指導

(B中)(B高1・2年)学年末考査終 指導医検診（中村Dr) （小） １４：１０

(S小）整形外科相談 （中・高） １５：５０

(全校）（舎）個人面談週間終 (S中F)(S高F1・2年)学年末考査終 （小１～２） １４：１０

（小３～６・中・高） １５：５０

23 水

24 木 全校 １５：５０

21 月

22 火

27 日

28 月

25 金

26 土

土

20 日

17 木

18 金

全校 １５：５０

19

15 火

16 水

13 日

14 月

11 金

12 土

9 水
×

停車不可

10 木 全校 １５：５０

8 火

5 土

6 日

4 金
×

停車不可

全校 １５：５０

7 月

全校 １１：５０

下校時間

1 火

2 水

3 木


