
 

 

 

 

 

 

１学期末を迎えました。通知表をお届けします。持ち帰

りましたら、1学期の学びの努力と成果を御家庭で分かち

合ってください。その達成感が2学期の学びの原動力にな

ります！ 

 フラワープロジェクト／地域の皆さんにアサガオを鑑賞してもらおう！    

◆オリンピック・パラリンピック教育で培った心情を今後

にどのように育て生かしていくかを各校が大会レガシーと

して取り組んでいます。海外の事を学ぶ中で親近感を抱

き、おもてなしの気持ちを育て、人々が仲良くなろうとす

る事を体験することは、支援が必要な者もそうで無い者も

ともに豊かに暮らす「共生社会」の実現のために、最も基

盤となる大事な内容です。本校では、オリ・パラ教育から

繋がる活動として、フラワープロジェクトを行っていま

す。学園生が春先から育ててきたアサガオ第1陣を7/8 

（金）、梅ヶ丘駅構内に運び込み、学園生代表と駅長さん

たちが一堂に会してのオープニングセレモニーを経て、ア

サガオの鑑賞展示がスタートしました。（終業式日の20日

まで展示します。）下北沢・世田谷代田・梅ヶ丘の3駅を統

括されている下北沢駅長様は「地域に愛される駅でありた

いので、こうした地域との交流は嬉しいことです。」と仰

ってくださいました。駅を利用される皆様に、ひとときの

清々しさを感じ取っていただくことだけが狙いではありま

せん。アサガオ鉢のこまめな交換や、水やりの活動を学園

生が行う中で、駅の方に御挨拶をしたり、地域の方々に声

を掛けていただいたりする機会を得られますようにとのと

の願いを込めた教育活動です。フィードバックが学園生の

成就感や意欲向上に繋がるようにと、鉢の脇に感想箱を置

いてみたところ、予想を超える励ましと感謝のメッセージ

が寄せられましたので、１９日に「アサガオ特集号」にま

とめて配布いたしました。御覧ください。 

ちなみに、このアサガオは、去年、オリ・パラ東京大会

大井会場に集う選手たちを迎えるべく本校が校内で育てて

送り出した鉢が役目を終えて戻ってきたものから、種を集

めて蒔いた第2世代です。 

 

 

 

 

 

 

 

 祝入選！：本校児童の作品が優秀作品賞に！   

 本校Ｓ小学部生が近隣の世田谷消防署松原出張所に出か

けて写生した画を「第71回働く消防の写生会」に応募し

たところ、Ｓ小１児童の作品が見事に優秀作品に選ばれま

した。おめでとうございま

す。来る９月３日には、消防

庁音楽隊も加わった国士舘大

学内特設会場で表彰式が行わ

れます。 

 １学期の努力を讃えて…全学園生に努力賞「クレヨン」or「スケッチブック」   

 ブルーマン日本公演ツアー主催団体様から「日本公演で

は多くの子供達が観劇にきてくださり、ツアーも大盛況と

なりました。感謝の思いを込めた社会貢献活動として、本校

の小学部生全員に特製の「クレヨンセット」と中学部生・高

等部生全員に特製の「スケッチブック」をプレゼントしたい

とのお申し出が学校にありました。本校で学ぶ学園生・分教

室で学ぶ学園生・訪問学級で学ぶ学園生の全員に、学期末最

後の授業日に配布します。夏の景色を絵にしてみましょう。

（ブルーマンのショーには、授業のヒントがたくさん詰まっています。

音を光に変換して分かり易く伝える手法、言葉を減らして動作で意

思疎通する手法、舞台装飾等々、特別支援学校の授業に繋が

る中身がたくさん詰まっていますので校長も何回も観に行っていま

す。教員にも「参考に鑑賞してみては」と紹介しています。） 

★光明学園図書館だよりをお届けします★   

◆読書習慣の獲得、図書を用いた学習などのきっかけとな

るように実施している、恒例の「全校読書推進月間」（６月）

が終わりました。読書は人生を豊かにするとともに「見る・

読む・聞く・話す」そして「好奇心をもつ・集中する・理解

する・思考する」など学力の基礎となるものです。今回も学

園生の励みとなるように、読書月間で使った読書カード上

の記録を基に、たくさん図書を借りて読書に親しんだ学園

生を終業式で紹介し讃えました。詳しくは「光明学校図書館

だより」をお配りしましたので御覧ください。今回は（在宅

訪問学級を含む本校両部門各学部や分教室・病院訪問学級
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も含めて）合計１４名に「読書奨

励賞」を贈りました。（何とトップ

の本校B小学生は50冊読破！）。

終業式（放送）の中で全校に伝え

た上で、各教室で特製「飛び出す

読書奨励賞賞状」（いっぱい読んだ

で賞）をお渡ししました。 

【学び解説】自立に向けた力…将来を見据えて 

特別支援学校の使命は「自立と社会参加」と言われていま

す。日々学校に楽しく通えることは何よりですが、日々の授

業や学校生活を通して、将来に向け確実な生活力を身に付

けていくことが大切だからです。長い一生を見渡して、より

良い人生を刻んでいかれるように備える教育が「キャリア

教育」と言われるものです。年齢や発達段階を踏まえ、その

時その時に応じた内容を取り上げて成長を促していきます

が、このキャリア教育で育てる力には、大きく分けて次の4

つの力があります。 

◆人間関係形成能力…社会の中で人とうまくやり取りする

力のこと。例えば「副籍交流」「舞台発表」「合奏」 

◆情報活用能力…分からない事を調べたり、質問したりす

るなど、自分に必要な情報を探せる力のこと。例えば「調べ

学習」「図書の活用」「読書推進月間の活動」 

◆将来設計能力…将来の夢や希望を持つ力のこと。例えば

「中学部体験」「高等部体験」「学校外での実習」等の経験を

通して将来プランを立ててみる等 

◆意思決定能力…将来の夢や希望を実現しようと自分の意

思で決めて努力する力のこと。例えば、「部活動への参加意

欲」「英語検定挑戦」「漢字検定挑戦」 

 このように、学校生活の中で取り組む様々な活動が、社会

で自立するための大きな原動力となっていきます。 

考える力を育てるために こうした能力の基盤となる力の

ことを「考える力」あるいは「分かる力」（＝認知・判断力

や学力）です。特別支援学校とはお子さんの将来に希望を掲

げ、その伸長を諦めない教育であるとも言えます。一人一人

をつぶさに把握し、学習課題と活動を設定しながら、小さな

階段を一段ずつ昇っていけば、必ず新しい景色が見られる

頂きにたどり着けるのです。この信念のもと、新任・転任の

全教職員は、必ず夏季休業中に「授業力向上研修」を受講し、

「文字」「数」「言葉」等を獲得するための具体的な指導方法

を模擬指導を通して磨くようにしています。 

７ /７  学 校 運 営 連 絡 協 議 会 を 開 催 ！   

 各校の教育が一層充実するようにと全都立学校に必置の

「学校運営連絡協議会」の第1回目を、本校では７/７に開

催しました。今年度は■学校経営や早期相談に関する専門

家の落合勇先生（委員長）、■今日の学校における医療的ケ

ア実施と制度化に至る道を切り拓いてこられた専門家の飯

野順子先生（秋津療育園理事長）、■障害のある子どもの発

達支援事業を全国で展開している専門家の齊藤宇開先生、

■本校の読書活動等を親身に応援してくださる地域の応援

団役である世田谷南ロータリークラブの齋藤悟様、■特に

在宅雇用を中心に据えた障害雇用の実績で全国の先頭を走

る㈱沖ワークウェル取締役社長の堀口明子様、■全国各県

に療育センターを設置する運動を展開された帝国大(現東

大)医学部の高木憲次教授が創立された日本肢体不自由児

協会の業務推進部長の吉原芳徳様、■本校と交流学習を継

続的に積み上げて来られた世田谷区立松原小学校の尾上佐

智子校長先生、■同じく区立梅丘中学校の岩崎紀美子校長

先生、そして■本校保護者を代表して有吉ＰＴＡ代表会長、

■成川副会長に委員をお願いしています。当日は１学期の

学校状況を御説明した上で、校内を実際に視察していただ

いた上で、率直な御意見を多数頂戴しました。 

夏 休 み 期 間 中 の 開 庁 日 ・ 時 間 帯 と 連 絡   

◆今夏の学校閉庁日：８／８（月）～８／12（金）の平日 

文科省及び都の働き方改革の方針の下、各校は夏季の休

業期間中に学校閉庁期間を一斉に設けて教育業務を休止し、

教職員が夏季休暇を取得しやすくするものです。今年度は、

都立特別支援学校が同期間に統一して行います。 

◆開庁時間：本校の勤務時間は、8：30～17：00 です。 

休業期間中については、教職員のワークライフバランス

改善の観点から定時退勤を奨励しています。勤務時間外に

お掛けいただいたお電話には「翌日以降に改めて御連絡く

ださい」のメッセージ応答となります。勤務時間外労働縮

減の取り組みに御協力ください。 

あわせて、本校教職員には＜８／４（金）～１７（水）＞

の連続休暇取得を奨励しています。学期中は取得しづらい

有給休暇を取得し易くするためです。尚、出勤時も研修で出

張していて校内には不在となる場合もありますので、御連

絡いただいた際に担任等が不在の際は、他の者に御伝言く

ださい。 

校長 田村康二朗 



S・B両教育部門の児童・生徒が育てたアサガオを小田

急線梅ヶ丘駅に7月8日（金）から7月20日（水）の期間

で飾らせていただきました。 

 花をつけたアサガオはS・B両教育部門の児童・生徒の

代表が届けました。小田急線梅ヶ丘駅を統括する長友駅

長様からは「駅を利用するお客様を和ませる機会になっ

て欲しい」とお言葉をいただきました。 

 駅にはアサガオと一緒に、メッセージボックスを設置

したところ、多くの言葉をいただきました。いくつかの

メッセージを紹介させていただきます。 

「大学帰りに見ました。とても温かい気持ちになりまし

た。とてもきれいです！！！つかれが一気にとれました。

ありがとう。」「梅ヶ丘に通勤しているおじさんです。ア

サガオを見ると子供のころの夏休みを思い出して仕事の

前にリラックスできました。」 

「皆様が一生懸命育てた朝顔すごくキレイですネ！お一

人お一人の思いが伝わってくる様子、やさしさを感じま

した。最高の朝顔です。また次回の作品楽しみにしてい 

本校は、今年度より東京都教育委員会の指定事業とし

て「芸術系大学等と連携した芸術教育の推進事業」を東

京デザイナー学院と進めていくこととなりました。 

 この推進事業の最初の取り組みとして、7月7日にＳ

中Ｅ・Ｓ高ＥＦグループ・Ｂ部門を対象とした写真教室

を実施いたしました。当日は、東京デザイナー学院映像

デザイン学科講師の鵜澤信明先生から写真の撮り方の基

礎を教えていただきました。 

写真を撮るときの構え方、ズームの使い方や背景の入

れ方など

の写真を

撮るとき

の基礎知

識やコツ

を学習し

た後に、各

自で校内 

ます。」地域の皆様からの言葉は心温まるものばかりで

した。健常

の人、障害

のある人が

お互いに違

いを認め合

い、豊かに

なれる一助

になる活動

になりまし

た。 

寄せられ

たメッセー

ジは学園

生、保護

者、教職員にも見られるように掲示させていただきま

す。   （研究研修ライン 主任教諭 佐藤文哉） 

 

を自由に撮影し、自慢の1枚を皆で見せ合いました。撮

影では、スイッチを押すとシャッターが切れる支援機器

を使って、はじめての自撮り写真に挑戦する生徒もいま

した。 

最後に、講師の鵜澤先生から一人ずつ作品の良いとこ

ろや工夫ができているところについて、プロの視点から

コメントをいただき、有意義で楽しい時間を過ごすこと

ができました。 

生徒作品と自撮り写真 

今後、写真加工の方法やデザインの基礎について、学

びを深めていく予定です。どのような作品ができるか今

から楽しみです。（Ｂ部門 情報科 指導教諭 禿 嘉人） 

アサガオの花を通して、地域とつながる。 

Ｓ中Ｅ・Ｓ高ＥＦグループ・Ｂ部門「写真教室」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜
全校行事

部門合同行事
学部行事 保健行事 PTA
行事

西棟バスターミナル
停車利用

(全校)始業式、(全校)安全指導日

(舎)開舎　（全校）11：50下校

(全校)給食始 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

教育実習第1期始（至16日） 身体測定S① （小１～３） １４：１０

（小４～６・中・高） １５：５０

身体測定S② （小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

（S）摂食相談 B中３・S中３・S高２宿泊前検診（田角D) （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

（Ｂ高)オープンスクール S高２・B高２宿泊前検診（橋本D）

(全校)）避難訓練（全校）水泳指導終 （小） １４：１０

(ＳＢ中1・中２・高1）宿泊防災訓練始(至10日) （中・高） １５：５０

(ＳＢ中1・中２・高1)宿泊防災訓練終

（S）摂食相談 身体測定（B部門） （小１～３） １４：１０

（小４～６・中・高） １５：５０

（Ｓ小3）校外学習 （小１） １４：１０

（Ｂ高)事前相談 （小２～６・中・高） １５：５０

（Ｂ中３）修学旅行始（至16日） （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

身体測定S③

指導医検診（荒木D)

教育実習第1期終 （Ｂ中３）修学旅行終 身体測定S④ （小） １４：１０

（S中高）整形外科相談 （中・高） １５：５０

敬老の日

（Ｓ小２）校外学習 （小１） １４：１０

（Ｂ高)オープンスクール （小２～６・中・高） １５：５０

（S高２）修学旅行始（至22日） （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

（S高２）修学旅行終

秋分の日

(全校)（舎）個人面談期間始(至10月２１日) （小１～３） １４：１０

（小４～６・中・高） １５：５０

（Ｓ小４）校外学習 欠席者身体測定 （小１） １４：１０

（Ｂ）転学相談日 指導医検診（井手D) （小２～６・中・高） １５：５０

（S）摂食相談 欠席者身体測定 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

【全校短縮日】14：10下校

（S小）整形外科相談 （小） １４：１０

標準服アフターサービス （中・高） １５：５０

3 土

4 日

下校時間

1 木

2 金

×
停車不可

7 水

8 木

5 月

6 火

11 日

12 月

9 金

10 土

×
停車不可

15 木

16 金

13 火

14 水

19 月

20 火

17 土

18 日

23 金

24 土

21 水

22 木

28 水

25 日

26 月

都立光明学園　令和４年度９月　行事予定表【保護者配布版】 令和４年７月20日版　

全校 １１：５０

全校 １５：５０

全校 １５：５０

全校 １５：５０

29 木

30 金

全校 １４：１０

27 火


