
 

 

 

 

 

 

S・Ｂ 両部門・全学部の卒業認定会議を開催しました！ 

２／２1（月）に両部門全学部の卒業認定会議を行いまし

た。❶現時点での出席・遅刻早退日数❷休業中のホームワー

クの状況（遠隔学習を含む）❸獲得した知識・技能❹学習時

の意欲・関心・態度を慎重に個別判断し（卒業式当日まで学

び続けられるのであれば）卒業可能であるとして対象とな

る学園生全員を「卒業認定」しました。該当の学園生には「卒

業認定」とともに、卒業式に向けた学習に入る事を2／2５

（金）に予告しました。 

在校生の進級認定会議は３／９（月）に行います。 

 S・Ｂ 学園生の模範生徒表彰！ 活躍が続々と！！！！  

審査会を経て「表彰者に決定しました！」との嬉しいお知

らせが主催団体から届きました。表彰状が届き次第、順次表

彰状を贈呈していきます。（分教室は贈呈済み） 

はばたき賞（全国はばたきの会・全国肢体不自由校長会）   

Ａ  殿（S高３）【表彰理由】「あなたは中学部入学時か

ら、50ｍ走で年を追って記録を伸ばすなど努力を重ね、

中学部３年次は都障害者スポーツ大会陸上競技において都

大会記録を更新しました。高等部入学後も主体的にトレー

ニングを積み重ね、H31年度には自己の都大会記録を10

秒90に塗り替えました。その結果、４年連続で全国障害

者スポーツ大会に選出される栄誉を得ました。台風・コロ

ナ禍の影響により大会は中止となりましたが、スポーツで

培った不屈の気持ちの下で努力を続けて、進路決定に結び

付けることができました。この道のりは他の生徒の模範で

あり、光明です。ここに第4４回はばたき賞を贈り、その

努力をたたえます。 

◆模範生徒表彰（東京都特別支援学校肢体自由教育校長会主催） 

Ｂ   殿（S高３）【表彰理由】「あなたは学習に真剣

に取組み、よく話を聞いたり、よく見たり、返事を確実に

返したりすることができるようになり、友達や教職員と関

わる力が確かなものになりました。その努力や成長が他の

模範となり希望の光となったことを高く評価しここに校長

会賞を贈ります。」 

Ｃ   殿（S高３）【表彰理由】「あなたは、健康の保

持増進と学習に真剣に取組み、体力向上と共に学校での学

習時間を増やすことができました。こうして学習を積み上

げた事で好奇心が一層高まり 積極的に教材に触れた 

 

 

 

 

 

 

り、考えたりすることが増えました。その努力と成果が他

の模範となり 希望の光となったことを高く評価し、ここ

に校長会賞を贈ります。」 

◆模範生徒表彰（東京都立病弱特別支援学校長会主催） 

Ｄ   殿（B分教室中３）【表彰理由】「入院治療が続

く中にあっても将来の夢を叶える為に、分教室での学習に

弛まぬ努力を続ける真剣な姿が、病気治療中の多くの子供

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

たたえ、ここに校長会賞を贈ります。」 

Ｅ   殿（B分教室高３）【表彰理由】「病気と闘う中

で生じる様々な困難に正面から立ち向かい、夢に向けて前

向きに取組む姿が、病気治療中の子供たちや多くの学園園

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。この意欲をたたえ、ここ

に校長会賞を贈ります。 

◆模範生徒表彰（「光途賞」本校主催の表彰）  

Ｆ   殿（S高３） 【表彰理由】「あなたは週二日登校

を目標として体調を整え、予定通りに登校して学習を積み

重ねることができました。学習への意欲の高さとその努力

は、他の学園生の模範となるものです。よってその姿勢を高

く評価しここに光途賞を贈ります。」 

Ｇ   殿（S高３） 【表彰理由】「あなたはコロナ禍

において家庭で体調を整え、登校時には学習に一生懸命取

り組まれました。その熱意と努力は 他の学園生の模範と

なるものです。よってその姿勢を高く評価しここに光途賞

を贈ります。」 

◆B部門の活躍◆ロボット・プログラミング選手権2021

全国大会に連続出場（全国病弱特別支援学校長会主催） 

光明学園本校チーム：「秋納豆パン」（B部門高等部生）  

⇒関東甲信越地区大会を３年連続で勝ち抜き、全国大会に

初回から連続出場の快挙！その努力を讃えます。 

 教職員の表彰  ～その努力と専門性に基づく組織貢献を讃えて～     

◆はばたき奨励賞 ※教職員対象（全国はばたきの会） 

長谷川 宏敬 主任寄宿舎指導員 【表彰理由】「あなたは

永年にわたり特別支援教育に尽力され、学園生の充実した

学校生活実現のために指導を創意工夫され多大な成果を上

げられました。その実践は特別支援学校教育の発展に寄与
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する高い評価を受けました。今後この実践が全国にはばた

くことを期待しここに功績を讃えます」学校の誇りです。 

 S・B／第４回「光書展」作品集をお届けします！  

◆本校や分教室に通う学園生も、在宅訪問学級や病院訪問

学級で学ぶ学園生も、誰もがエントリーできる全校書道展

から審査の上で栄誉を受けた「光書展」＝入選作品展を校 

内で開催しました。これを記念し「令和3年度光書展作品 

集」を例年通り全学園生の御家庭に配布しますので御鑑賞

ください。 

例年、2学期末終業式で「光美展表彰」、3学期末修了式

で「光書展表彰」を行い、受賞生保護者も多数参列され、

晴れ姿をビデオ撮りされていましたが、今回は残念ながら

紙上での表彰者紹介といたします。下記一覧の左側が光美

展、右側が光書展の入選者一覧です。 

 校長 田村康二朗 

 

令和３年度 光美展・光書展 受賞者一覧 
 

以下、省略します。 



2月5日（土）、第5回全国公開研究会をZOOMによる

WEB配信で開催し、北海道から沖縄までの特別支援学

校や関係諸機関から、総勢

３４０名の参加がありまし

た。今年度のテーマは、

「光明ニューノーマル時代

の幕開け～学びのつながり

６つのアクション」としま

した。 

午前中は、全体会として、現在の予測困難な時代の

中で子供たちは何を学び、どのような力をつけていくの

か新たな学校像などこの研究会の全体像を田村統括校長

から紹介いたしました。参加者からは、常にマンネリ化

せず世の中の流れを先取りしている「コロナ禍を言い訳

にしない」「学びを止めない」という言葉が印象的だっ

たという感想を頂きました。その後、リアルな対話で好

評をいただいている文部科学省初等中等教育局特別支援

教育特別支援教育調査官 菅野和彦氏と田村統括校長の

対談、菅野調査官の記念講演「学習指導要領の着実な実

施と授業改善」へと続きました。調査官のお話は分かり

やすい解説で地方からの参加者にとって貴重な時間であ

ったと意見を多くいただきました。お昼の時間には、ラ

ンチセミナーとして「光明ヒストリア」「TOKYO２

０２０レガシー」と題し、映像見ながら楽しんでいただ

く時間としました。 

午後は、６つのセミナーと2つのワークショップ、全

教職員が全員参画し選りすぐり

の24本のポスターセッションを

行いました。セミナーAでは

「可能性を追求するキャリア教

育の推進」をテーマに助言講師

としてたすく株式会社代表取締役齊藤宇開氏をお招きし

ました。A1は「新たな作業種へのチェレンジ＆キャリ

アの視点を育てる企業連携」A２は「生涯学習の基点と

なる芸術活動～全校アクションと光美展・光書展」の実

践を発表しました。キャリア教育の視点と作業学習の仕

掛けが 

参考になったという感想や質問をたくさんいただきまし

た。セミナーBでは「思考・判断力を育てる新たな学習 

 

活動の展開」をテーマとして、B1では文部科学省特別

支援教育調査官深草瑞世氏を招聘し、「遠隔・ロボッ

ト・プログラミング学習・GIGAスクールの整備・活

用」、B２では東京都教育庁統括指導主事細川智佳子氏

を招聘し「読書週間の定着を目指す読書月間やポップ作

り等教育活動の工夫」を発表しました。参加者からは、

タブレット端末の活用について具体的に推進されている

という感想や読書活動推進についての質問をいただきま

した。セミナーCでは「自立と社会参加に向けた新たな

健康教育」をテーマとしてC1ではNPO法人地域ケアさ

ぽーと研究所理事長飯野順子氏を招聘し「チーム光明で

進める医療的ケアと感染予防の最新状況」、C2では、

文部科学省特別支援教育調査官深草瑞世氏を招聘し「ド

ミトリ（寄宿舎）の教育で育む自立に向けた教育計画と

健康管理」を発表しました。医療的ケアの最新情報は参

考になる、寄宿舎の発表の機会は少ないので是非見学し

たいなどの感想をいただきました。 

更に今年度新

たに設けたワー

クショップは好

評価をいただき

ました。ワークＤではつばき教育研究所宮城武久氏・宇

川和子氏による「認知の学習基礎・基本」模擬指導を通

して呈示・言葉がけ・教材操作のコツを学びました。ワ

ークＤの参加者は、一番多く認知の学習への意識が高ま

っていることが分かりました。ワークＥでは菅野調査官

に御講評いただき「授業者支援会議のノウハウ」実際の

支援会議のコツを参加者と共に話し合いました。会議の

進め方についての課題など沢山質問をいただきました。

ポスター発表ももっと見たかったというご意見をいただ

きました。各発表すべてに参加者から御感想・質問が寄

せられたことや各先生方から次の学びにつながる御教示

をいただけたことは教職員にとって次への励みになりま

した。また、当日PTAを代表して役員の方々に発表の

様子を御覧いただきました。ありがとうございます。チ

ーム光明としての一体感につながったと考えます。HP

に様子を掲載致します。併せて御覧ください。    

 

   （研究主任 主任教諭 逵直美） 

 

第５回全国公開研究会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
西棟バスターミナル停車可能時間 ９：０５～１３：３０まで（送迎時１５分間以内） 

都立光明学園　令和３年度令和４年３月　行事予定表【保護者配布版】 令和４年２月25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

(全校)安全指導日(全校）ワープロ検定（希望者） （小１） １４：１０

(S小456)全校保護者会(オンライン） （ＳＢ）高入学許可予定発表日・説明会 （小２～６・中・高） １５：５０

(Ｓ高)全校保護者会（オンライン） 健康相談（田角Dr） （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

(Ｓ小123)全校保護者会（オンライン） （Ｓ）自活訪問（PＭ） 健康相談（橋本Dr）

指導医検診（荒木Dr)

(Ｓ中)（Ｂ）全校保護者会（オンライン） (S中高）整形外科相談 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

(舎)3学期行事 （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

(全校)避難訓練 （Ｂ）転学相談日 （小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

（小） １４：１０

（中・高） １５：５０

S中高：体重測定

(高)卒業証書授与式予行 S小：体重測定 （小） １４：１０

(S小）整形外科相談／指導医検診（中村Dr) （中・高） １５：５０

（Ｓ）摂食相談 （小１～２） １４：１０

（小３～６・中・高） １５：５０

（小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

(小・中)卒業証書授与式予行 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

【（全校)短縮授業日】14：10下校

(高3)給食終

（高３） １１：５０

(高)卒業証書授与式 （小・中・高１、２） １５：５０

春分の日

（小１） １４：１０

（小２～６・中・高1、2） １５：５０

(小6・中3)給食終 （小） １４：１０

（中・高1、2） １５：５０

(小・中)(そよ風)卒業証書授与式 （小６・中３） １１：５０

(在校生)給食終 （小1～５・中1、2・高１、2） １５：５０

(在校生)修了式

(舎)閉舎式

春季休業日始

下校時間

1 火

2 水

3 木

4 金

全校 １５：５０

7 月

8 火

5 土

6 日

11 金

12 土

9 水

10 木 全校 １５：５０

15 火

16 水

13 日

14 月

19 土

20 日

17 木

18 金

全校 １４：１０

×
停車不可

23 水

24 木

21 月

22 火

×
停車不可

25 金

26 土

全校 １１：５０
×

停車不可

27 日

28 月

31 木

29 火

30 水

■３月１８日（金）下校時刻

・(高３) 11時50分下校

・（小1～高2） 15：50下校

■３月２４日（水）下校時刻

・(小6・中３) 11時50分下校

・（他全） 15：50下校


