
 

 

 

 

 

 

コロナ禍で迎える3回目の春です。感染拡大を防ぐ

ために、学校と保護者が心を一つにして、できる事を積

み重ねながら、修了式の日を迎えることができました。

皆様の御協力に深く感謝申し上げます。 

祝：修了式で修了証授与 そして進級へ             

3学期の終わりは終業式ではなく「修了式」です。3

学期を終える終業式であるとともに、学年の授業を1

年間学び修めた修了証の授与を兼ねて「修了式」として

います。修了した在校生は全員が進級予定者となり、4

月に進級して一つ上の学年の学びを開始します。 

家庭に持ち帰りました通知表を、御家族と一緒に読

み返してみてください。様々な経験を積み、力を付けた

ことが実感できるでしょう。 

祝：小学部卒業 ＆ 中学進学おめでとう！！               

義務教育のファーストステップである６年間の学業

を修め終えて進学する小学部卒業生の皆さん、体力を養

い健康を維持しながら、学習を積み上げ、この大きな節

目を迎えられました。小学部卒業おめでとうございま

す！中学生活がすぐそこです！ 

祝：中学部卒業 ＆ 高等部進学おめでとう！！               

３年間の学業を修め終えた事で、義務教育の9年間

を終える中学部卒業生の皆さん、卒業を祝します。そし

て高等部に出願され、見事入学を勝ち取った皆さん、ま

もなく始まる高校生生活に胸を高鳴らせている事でしょ

う。中学部御卒業を祝します！ 

祝：高等部卒業、社会へ飛び立つ学園生に幸あれ！          

３／18（金）、高等部3年間の学びを心と頭と体に修

め終えた本校Ｓ部門の卒業生（今年度、本校Ｂ部門の卒

業生はいませんでした。）が、新体育館で初めてとなる卒

業式に臨み、高等部卒業証書を手にして、新たなステー

ジへと飛び立っていきました。母体校からの伝統を受け

継いだ光明学園生であることを一生の誇りとして、それ

ぞれの世界で存分に活躍してほしいと願います。卒業生

の雄姿を思い出す機会として、卒業記念タペストリーを、

11月まで西棟アートギャラリーに掲げています。 

 分教室で卒業式に準じる「讃える会」を挙行！   

3／24（水）に、そよ風分教室の特設会場を基点に、 

 

 

 

 

 

成育医療研究センター内病棟のベッドサイドをオン 

ラインで結んで、分教室小学部６年生3名を対象に、 

「卒業を讃える会」を開催しました。この「讃える会」

は分教室独自の教育活動です。校長は礼装で臨み、会場

には国旗・校旗を掲げます。(コロナ禍でなければ院長先

生や医師・看護師等の医療チーム多数も臨席されます。） 

この卒業式同様の「讃える会」は卒業を前に、お住

いの地域で以前通っていた小学校に転出手続きを終えら

れた入院生を対象とした催しです。病状や治療計画上の

理由で入院が継続しているために、学籍の戻った学校で

の卒業式に出席できない方を対象としています。在籍小

学校の校長先生と連絡を取り、御了解を得た上で、卒業

証書を送って頂き、光明学園校長が代読します。人生で

一度だけの小学校卒業式、もし参加できなくても、同等

の経験を人生の記憶の轍に刻んでほしいとの願いを込め

ています。祝卒業！ 

 蔓延防止期間解除後の都立学校の対応        

都は「まん延等防止重点措置」の解除に伴い、４月

24日までを「リバウンド警戒期間」とし、学校におい

ては引き続き、不織布マスクや換気・消毒、ソーシャル

ディスタンス、黙食の徹底等の対策を講じるようにと学

校に通知しました。光明学園では当分の間、現在の対策

を継続していきます。（詳細は4月当初発行の「健光の

橋」を御覧ください。） 

 教職員の異動等は 4月 1日に都教育委員会ＨＰで公表  

本学園に勤務する常勤教職員の異動（転出入）に 

ついては４月1日に都教育委員会ホームページ上で公

表されます。（同日発行の東京新聞等にも詳しく掲載さ

れます。）また、本年度末で契約期間を満了する教職員

につきましては、異動・退職教職員に加えた一覧とし

て例年登校初日（始業式日又は入学式日）に全家庭に

配布いたします。併せて、新着任する教職員も含めた

令和4年度の担任配置等の「新指導体制一覧」も、同

日に配布します。在宅訪問学級の担任配置については

年度当初に、担当副校長から各御家庭にお電話でお

知らせします。  

校長 田村 康二朗 
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新年を迎えた、令和4年新春の「書初め大会」やその

後の授業の中で、伸び伸びと自分らしく表現した学園

生。今年も、書道家の楠瀬みよ子先生から送られてきた

たくさんの「とら」年にちなんだお手本をもとに、しっ

かり見て干支の文字を書いた人、自分の好きなものを楽

しく書いた人、今年の目標を定めてそれを表現した

人・・・。その文字表現は、さまざまでした。 

 期間内に掲示され、エントリーした書道作品の中から

第1次審査で「アースブルー賞」、第2次審査で「銀

賞」「金賞」に選ばれた３６作品が、先日まで西棟昇降

口の特設会場に展示され、新春の季節を彩っていまし

た。 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

３月11日金曜日全校の児童・生徒で華道体験を行い

ました。この機会を通して、みんなで卒業を祝う花を活

けることにしました。光明学園としてオリンピック・パ

ラリンピック教育を始めた年から御来校いただいている

世田谷区在住の玉置先生と飯田先生に御指導いただきま

した。 

 華道は、どの児

童・生徒も参加で

き、嗅覚・視覚・触

覚など五感を刺激し

てくれる活動です。    

また、玉置先生は、

世田谷区内のNPO法人日本文化スポーツ振興会のメン

バーでもあり地域とのつながりの中でこのような文化活

動ができることはとても意味のあることだと考えます。 

 お花は、豪徳寺のお花屋さんが色々なパターンで組 

 

 

 

 

 

 その表彰は、卒業生は卒業式予行練習後に、在校生 

は修了式の中で、行われます。修了式での受賞者の保護

者の方には、参観の御案内を致します。 

副賞として、ＰＴＡからの光書展マグネットに加

え、都立調布北高校書道部のみなさんが作成したしおり

が贈られます。「継ぎ紙」の技法を使って、和紙を美し 

い曲線で切り取り、継ぎ合わされた用紙の上に、一人一

人異なる一言が書かれている、素敵なしおりです。 

是非、本校両部門の高等部生と交流し、「継ぎ紙」作成

体験ができる日が来ることを、楽しみにしています。 

       （学習部担当 主幹教諭 小澤奈緒美） 

  

   

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

み合わせて届けてくれました。Ｓ部門小学部では花器を

自分たちでペットボトルを再利用してお花を活けるグル

ープがありました。中学部では、事前学習として華道の

流派を勉強して臨むグループがありました。高等部で

は、授業でお花を活ける練

習をして自分たちで製作し

た陶器の器に行けるグルー

プがありました。B部門の

中学部・高等部も小さな可

愛い器にアレンジするなど

楽しみながら参加しました。高等部・中学部・小学部の

卒業生を祝う気持ちでそれぞれの

お祝いの気持ちを込めて各自お花

にタイトルをつけて『卒業を祝う

フラワープロムナード』に展示し

ています。   

      （オリパラ担当 主任教諭 逵 直美） 

 

校内表彰：Ｒ3年度「光書展」 

 

【 【光書展作品展示 】 

 

 

【調布北高校からのしおり 】 

 

【光明華道体験】全校児童・生徒で卒業を祝う花を飾ろう！ 



 

 

 

 

 S小6年生は、卒業・進学に向けて様々な取組を行っ

てきました。 

【1月】「もうすぐ卒業・中学生」 

「ありがとうの気持ちを贈ろう」 

これまでがんばってきたことを誇りに、期待をもっ

て中学部に進むことを願って。 

【2月】「もっと知りたい！自分のこと、友達のこと」 

名前は生まれて最初にもらった贈り物。贈ってくれ

た人の想いや願いが込められている。名前の由来を知り

自分も友達も大切な存在であることを知って欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月10日（木）中学１年生から３年生がリモートで

繋がり、３年生を送る会を行いました。２年生は司会進

行を担当し、休み時間などの時間を上手に使って練習を

重ねました。１年生は、模造紙を使って大きく「ごそつ

ぎょう おめでとう」の横断幕を絵の具で彩り当日を迎

えました。 

中学１年生は「さくら」の曲に合わせて音楽を演奏

しました。電子オルガンやハンドベル、ジャンベなど

様々な楽器を使って演奏しました。教員の合図で、自分

のパートを演奏することができ、練習の成果を十分に発

揮することができました。中学２年生は「旅立ちの日

に」の曲に合わせて小さなスカーフと大きなスカーフを

使ってダンスを行いました。小さなスカーフでは、一人

１枚のスカーフを持つとき、先輩をイメージしたカラー

を選びました。大きなスカーフはふわっと教室を舞い、

ダイナミックさを表現しました。 

中学３年生からは、「中学部の思い出や高等部で頑張

りたいこと」などのお話をしてもらいました。 

 

 

 

 

 

【3月】「卒業式に向けて」「卒業演奏会をしよう！」 

「卒業制作 玉ねぎ染めのバッグ」「みんなで遊ぼう」 

 友達と一緒に、友達を意識しながらできる活動を。普

段は3つのグループに分かれて学習している6年生です

が、学年の友達と一緒に教科の学習も行いました。 

 小学部生活のまとめとして、自分や友達を大切にし、

中学生になることを楽しみにする。そんな3学期を過ご

せたことと思います。6年生のみなさん、すてきな中学

生になってね！ 

（S小学部第6学年主任 主任教諭 前田真澄） 

 

 

 

 

 

最後は、３学年で練習してきた「めざせモスクワ/ジ 

ンギスカン」の曲に合わせてダンスを行い、楽しく終え

ることができました。中学３年生に中庭の真ん中に出て

もらい、体育室や２階ベランダから直接「ご卒業おめで

とうございます」と言葉を届けることができました。 

３学年揃って学年ホームルームができたことや卒業

を直接お祝いすることができ、生徒たちもとても嬉しそ

うでした。 

          （Ｓ中学部 教諭 泉 衣香） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S部門 小学部 6年生 卒業に向けて 

Ｓ部門 中学部 ３年生を送る会 



 

 

 

  

3月4日（金）に、S部門高等部の3年生を送る会を

行いました。今回は、事前に制作した発表の動画を各学

年で見る形で実施しました。 

 最初に1年生、2年生の発表を行いました。「おめで

とう」「はばたけ」「ありがとう」「だいすき」という3

年生へのメッセージを、楽しくあたたかいメッセージ動

画で伝えることができました。 

 3年生の発表では、生徒がそれぞれ制作した文字を組

み合わせると「大切な仲間との素敵な思い出は永遠の宝

物」いうメッセージができあがりました。先輩らしい、

とても素敵な発表でした。 

今まで一緒に過ごしてきた3年生が卒業するのは寂し

い気持ちもありますが、高等部の生徒全員で3年生の卒

業をお祝いすることができました。 

         （S高等部 教諭 高橋裕里子） 

 

 

 

 

３月９日（水）に国士館高等学校とオンラインでの

交流会を行いました。国士館高等学校とは以前、生徒会

が中心となり「がやがや夏祭り」「給食交流」など、年

数回の交流会を行ってきました。昨年度は、コロナウイ

ルス感染症拡大などの理由で交流会を行うことができま

せんでした。今年度は、オンラインを活用することで、

２年ぶりの交流会を実現することができました。 

参加者は国士館側の生徒会、Ｓ部門生徒会、Ｂ部門

高等部全員と総勢20名以上での交流となりました。当

日までは、オンライン上でどれくらいの交流ができる

か、不安はありましたが、国士館の生徒会の皆さんの明

るい雰囲気や、学校紹介やBINGOなど楽しい企画のお

かげで、とても和やかな雰囲気の中、笑顔が画面から伝

わる時間となりました。後半はゲームが盛り上がり、終

了予定時間を１５分ほど延長することとなりました。 

今回は、国士館側に内容を企画していただきました

が、次回は光明学園生徒会が内容を企画する側になれる

よう、来年度の生徒会活動に期待しています！ 

（B高等部主任 主任教諭 阿部美奈子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

B部門 

S部門 高等部 3年生を送る会 

３月９日  生徒会 オンライン交流会 with 国士館高等学校  

S部門 



                 

        

        

 

 

日 曜
全校行事

部門合同行事
学部行事 保健行事(肢・病併記) 外専/自活 PTA
行事

西棟バスターミナル
停車利用

春季休業日終

始業式（全校11：50下校）

（全校）安全指導日（舎)開舎

(小・中)(分)入学式

【短縮１１：５０】

(高)入学式、(舎)入舎式

【短縮１１：５０】

(小2～高3)給食始、 体育室：身体測定（S中学部） ■(小1) １１：５０

【(小1)短縮１１：５０】 (小2～6・中・高) １５：５０

【(小1)短縮１１：５０】 （Ｂ）転学相談日 体育室：身体測定（S高等部） ■(小1) １１：５０

尿検査① (小2～6・中・高) １５：５０

(小1)給食始 内科検診（田角D）(S中・B部門） （小） １４：１０

尿検査② （中・高） １５：５０

【(小1)短縮１４：１０】 （小１） １４：１０

（全校）避難訓練 (小2～6・中・高) １５：５０

離任式（録画配信） （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

北棟看護室：身体測定・視力聴力（B部門） （小１～３） １４：１０

（小４～６・中・高） １５：５０

(小６）（中3）全国学力調査 体育室：身体測定（S小４～６） （小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

（Ｓ）全校保護者会 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

【(小1)短縮１４：１０】 耳鼻科検診AM（椎葉D）(S小・B部門) （小１） １４：１０

指導医検診（荒木D) (小2～6・中・高) １５：５０

(Ｂ)（舎）全校保護者会 欠席者身体測定 （小） １４：１０

指導医検診（中村D) （中・高） １５：５０

（Ｓ中高）部活動（陸上競技部）

体育室：身体測定（S小1～3） （小１～３） １４：１０

(全校)（舎）個人面談期間始(至5月20日) （小４～６・中・高） １５：５０

北棟看護室：視力聴力検査（S中高) （小１） １４：１０

指導医検診（井手D) （小２～６・中・高） １５：５０

（訪問）訪問学級オンライン説明会 眼科検診（北川D)(S中高・B部門) （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

【（全校）短縮日】14：10下校 内科検診（橋本D）(S高)

昭和の日

全校 １１：５０

29 金

30 土

28 木 全校 １４：１０

27 水

25 月

26 火

23 土

24 日

21 木

22 金

20 水

18 月

19 火

17 日

15 金

16 土

13 水

14 木

11 月

12 火

10 日

×
停車不可

×
停車不可

8 金

9 土

7 木 全校 １１：５０
×

停車不可

×
停車不可

5 火

6 水 全校 １１：５０
×

停車不可

令和４年3月25日版　

3 日

4 月

下校時間

1 金

2 土

都立光明学園　令和４年度４月　行事予定表【保護者配布版】

■11日(月)12日（火）の下校時刻

・(小1) 11時50分下校

・(小2～高3) 15時50分


