
 

 

 

 

 

 

おめでとう！ 小・中入学・進級・高等部入学！！              

 光明学園小学部への就学、新学年への進級、中学部へ

の進学、高等部入学、おめでとうございます。 

 

 令和４年度の学園教育がスタート！              

開校から６年目となる令和４年度の教育がスタート

しました。校長の田村康二朗（ﾀﾑﾗｺｳｼﾞﾛｳ）です。４/1付

で再度、統括校長（再任用）として1年間の発令を受け、

開校以来６年目の指揮を執ります。どうぞよろしくお願

いします。本年度の組織の概要をお知らせします。 

田村康二朗 統括校長継続 ／ 学園全体の総括責任者    

黒崎亜紀子 経営企画課長継続 ／ 事務の責任者 

石川   拓 副校長継続 ／ 筆頭副校長として、両部

門の統括運営者、S部門高等部を統括、Ｂ

部門の教育（本校Ｂ部門と分教室拠点）、

及び寄宿舎教育を統括 

吉平竜太郎副校長継続 ／ S部門中学部を統括 

藤嶋 奈美副校長着任 ／ S部門小学部の統括 

※都立村山特別支援学校主幹教諭から昇任 

※Ｓ部門＝肢体不自由教育部門の略称 

 Ｂ部門＝病弱教育部門の略称 

※3月まで在籍した泉愼一副校長は転出し、校長に昇任

の上で八王子東特別支援学校に着任しました。 

＜学校規模＞ 4月６日現在です。日々変動しています。 

学園生総数 ２０７名  

４／６（火）に始業式で学校生活スタート！        

学習の節目である各学期の始業・終業・修了式は、本 

来であれば両部門の学園生が一堂に会し、表彰や通知表

授与、学習活動報告も行う「集団の場を学ぶ」大切な教 

 

 

 

 

 

 

育活動となっています。今回はリバウンド警戒期間内で

すので、両部門の中３・高３生は新体育館に参集し、他

の在校生は各教室に集合し、全校放送も併用して始業式

を行いました。「校長先生からのお話」を通して、調理員・

スクールバス乗務員さん等の学校生活を支えてくださる

方々の存在を知り、感謝の気持ちを育てます。 

 4／7（木）に小入学式・中入学式、4／8（金）に高入学式！   

例年、本校の入学式は、小・中学部の義務教育と後期

中等教育の高等部に分けて行っていました。コロナ禍の

間は、会場人数を減らすために、小と中の式も前後に分

けて行っています。今回も同様です。併せて都教育委員

会の指示に基づき、新入生とその保護者のみの参列とし、

来賓及び在校生と在校生保護者の参加は取り止めとなり

ました。そこで、全在校生保護者を代表して、ＰＴＡ会

長・副会長の皆様に御臨席いただきます。 

Ｓ：全校保護者会 ４／20（水）にハイブリッド方式        

本校では全保護者が学校全般について共通理解がも

てるように、年度初めの4月と各学期末（7・12・3月）

に定例の全校保護者会を設けています。当日は体育館を

会場に学校全般にかかわる内容を校長から説明後、各部

門・各学部・各学年（及び学習グループ）の説明を担当

主幹教諭等から順に行い、最後は保護者間の情報交換タ

イムとしています。しかしながら今回の開催日は、まん

延防止等重点措置終了後のリバウンド警戒期間内の開催

となりましたので、以下の形で行う事としました。 

⇒ 学校体育館に参集する学年：Ｓ小１、Ｓ中１、Ｓ高１ 

⇒ 他の学年の方は、オンライン方式での参加 

Ｓ小中高の方は、新たな学部での教育開始の節目です。

種々の御連絡や確認事項がありますので、ぜひ学校にお

集まりください。（広い新体育館で座席間隔を十分に取る

など万全の環境を整えます。また、学年別の保護者会も、

3か所に離れて行います。会場参加が難しい方には、オ

ンラインで参加できるようにします。）他の学年は、前回

同様にマイクロソフトTeamsでのオンライン会議の方
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式について、事前に御連絡します。） 

なお、在宅訪問学級の保護者の方は、当該学年の保護

者会に参加いただきます。Ｂ部門＜本校＞に関しては、

２２日（金）午後に寄宿舎で開催します。御参集くださ

い。また、分教室及び病院訪問の保護者会は別扱いとな

ります。開催時には改めてお知らせします。併せて説明

内容の概要を記した全校保護者会通信「光明の橋」を当

日または事前に全学園生が持ち帰るようにしますので、

御都合で出席や参加の難しい方には、そちらを必ず御覧

ください。 

万一、校内での感染拡大等が生じた場合には、全てオ

ンライン形式に切り替える場合も有ります。その場合は

文書や緊急連絡システムで事前に御連絡します。 

 校外学習・修学旅行等の計画は2学期以降とします！      

コロナ禍が当面続くことを想定して、今年度の修学旅

行等を含めた校外学習は、2学期以降に設定しています。

こうした今後の想定や授業参観の在り方等については、

全校保護者会や今後の「光明の学び」で御説明します。 

文書等の配布日をお知らせします！     

・在校生…４／６（水）【始業式日】 

・小中学部新入生…４／７（木）【小・中入学式日】 

・高等部新入生…４／８（金）【高入学式日】 

・在宅訪問生…４／６以降【初回訪問日（始業式日）】 

・そよ風分教室在校生…４／６（月）【始業式日】 

・病院訪問生…４／６以降【初回訪問日（始業式日）】 

２部門・2拠点と寄宿舎・5指導形態の全容       

改めて光明学園の指導形態の図を御覧ください。学ぶ

場は離れていても一つの学園として愛校精神を育て、母

校に誇りがもてるように指導していきます。本校では、

始業・終業・修了式、入学・卒業式、入舎・閉舎式は、

両部門合同で行い、互いを認め合う学びの場としていま

す。 

◆本校拠点で学ぶ学園生 

○肢体不自由教育部門 …自宅通学生への指導 

            …在宅訪問による指導 

 ○病弱教育部門       …寄宿舎通学生への指導 

□寄宿舎＜Ｂ部門本校在籍、Ｓ部門島嶼等の方＞ 

◆分教室拠点で学ぶ学園生 成育医療研究センター内 

○病弱教育部門    …そよ風分教室での指導 

  （各病院入院の方） …病院訪問による指導 

＜指導体制、学年・学級編制等＞の構築に当たって      

各学年・学級の編制及び指導担当教職員につきまして

は、配布文書によりお知らせいたします。なお、各学級

の編制に当たっては、東京都教育委員会が定める基準を

踏まえ、下記の観点で行いました。 

普通学級と重度・重複学級の考え方 東京都が定める

特別支援学校学級編制基準は以下のとおりです。 

小・中学部普通学級は6名以内／担任1名 

高等部普通学級は８名以内／担任1名 

小中高の重度・重複学級は３名以内／担任1名 

小中高の病院訪問学級は3名以内／担任1名 

小中高の在宅訪問学級は3名以内／担任1名 

重度・重複学級（都の制度名称）は特に少人数の学級

ですので、担当教員との固定的な関係を重視し、きめ細

かく指導・介護ができる利点があり、健康・発達面で特

段の配慮が必要なお子さんに向いています。 

普通学級（制度名称）は、クラスの人数が多い分、多

様な刺激を受け、人間関係が広がり易い良さがあります。 

普通学級数は児童・生徒数に応じて配当されますので、

例えば、小１児童が6名だと１学級、７名だと２学級と

人数に応じ学級数が自動的に増減します。 

一方、重度・重複学級は、法が定める障害の程度に二

つ以上該当することが必要で、対象となる児童・生徒は、

都教育委員会が各学校から在籍者や入学予定者の実態に

ついて調査等を行った上で認定し、その数に応じて学級

数が決まるところが普通学級と異なるところです。 

本校では、重度・重複学級の編制に当たっては、上記

の考え方に基づき、特別支援教育の専門家として、お子

様の実態を踏まえた上で、十分工夫して編制いたしまし

た。両部門全学部の学年・学級の一覧は年度当初に配布

します。御覧ください。 

担任教職員等の配置の考え方 都の基準では、小・中学

校と同様に特別支援学校も１学級 1 名の教員配置が基

本です。これとは別に特別支援学校の教職員配当基準に

より学校全体に配当される教職員数があり、実態に応じ

て学級担当にこの配当分を加えて複数担任配置とする場

合もあります。本校では配置された教員の経験や免許、

と学校介護職員（S部門のみ）の介護経験と全体として

の男女バランス等を加味してより良い指導体制となるよ

うに検討の上、配置しています。 校長 田村 康二朗 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 （S小１）新入生保護者会 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)

（S）医療的ケア保護者会

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４月６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


