
 

 

 

 

 

 

2学期がスタートしました。まもなく、「学びの秋」

「読書の秋」「芸術の秋」「スポーツの秋」「実りの秋」

に到ります。引き続き感染予防策をしっかりと継続しな

がら、「日々の学び」を積み上げて参ります。 

「教育活動の一部変更」  ※「健光の橋」６４号から再掲    

8／24（水）に配信の「健光の橋」64号でお知ら

せしました内容を本誌面で再確認させていただきます。 

◆９／１（木）２学期始業式 ⇒ 放送で各教室に映像配

信方式で実施します。ボッチャ大会入賞者の表彰や検定

合格者発表のみ体育館壇上で行い、讃えます。 

◆定例の総合防災訓練については「宿泊訓練」を取り止

め日中訓練に切り替えます。9／９（金）の下校時刻

は、全校で通常の金曜日の下校時刻に戻します。 

◆Ｓ高２の修学旅行＜９／21(水)～22(木)：川越方面＞

は宿泊形態を取り止め、都内で専有可能施設等での学習

活動に切替え、日帰り行事として再計画します。日程に

ついては２～３学期を考えています。 

■Ｓ中３修学旅行＜10／12(水)～13(木)：江戸川方面

＞とＢ高２修学旅行＜10／19(水)～21(金)：金沢方面

＞については、今後の最新状況を見極めて改めて判断し

ます。 

■２・３学期に予定されている校外学習（日帰り）は、 

貸切りにできる昼食場所を確保する等の工夫を講じて、

予定通り実施する方向です。 

 光明祭開催期間の延長・2 学期末参観週間の設定   

7月配布の年間予定表最新版にお示ししました以下の

予定についても再確認をお願いします。 

★光明祭期間を11／１～３の3日間にします。 

★2学期末授業参観日を12／３(土)の土曜参観から、

11／28(月)～12／９(金)に招待日来校方式で実施 

  ８／３０と９／９の総合防災訓練のあらまし   

 遡れば大正12年(1923)年9月1日の関東大震災、

そして約 10 年前の東日本大震災を大事な教訓として、

9 月を中心に都内全校が学校全体で毎年行う訓練です。 

 

 

 

 

 

 

8月30日に教職員が防災班別に分かれて行う総合防災

訓練（前半部分）を下記の内容を盛り込んで実施しまし

た。⇒非常食糧を準備し提供する訓練、消火栓・ホース・

通報装置等を確認・点検する訓練、学校近隣を通る帰宅

困難者向けの支援ステーションを開設する訓練、学園生

の引渡しを想定した訓練、学園生の捜索と非常通報をす

る訓練、避難場所用テントや簡易トイレを設置する訓練、

非常用発電機を使って実際に発電し機器を動かす訓練 

9月9日（金）に行う本校通学籍の学園生を対象とした

総合防災訓練（後半部分）では、1日目の平常時刻下校

までの間に下記の内容を凝縮して行います。⇒全校避難

訓練とは別に、対象学園生を選抜しての初期消火を体験

する訓練、煙中の避難を体験する訓練、起震車で地震を

体験して身を守る訓練 

※どちらの訓練も、消防署・警察署・区の地域防災担当、

隣接して相互協力関係にある世田谷リハビリセンターと

梅丘中学校の防災責任者及び PTA 役員の方を委員に委

嘱して、実地で視察していただき、率直な改善指導や御

助言も頂戴できるようにしています。 

コロナ禍であるからと自然災害が待ってくれる事は

ない事を肝に銘じ、感染予防策を講じながらしっかりと

実施します。学校全体の防災対応力を向上させることで

全学園生の安心・安全が増します。事後に訓練報告特集

の「防災の橋」を配布して情報共有を図ります。 

＜分教室や病院訪問学級の防災対応＞ 成育医療研究

センターをはじめ、各病院が施設管理者として法定の防

災訓練を定期的に行っています。関係する教員は、各病

院の指示に基づいて、必要な避難訓練等に加わります。 

入賞・合格おめでとう！始業式で讃えました！       

夏休み中のスポーツ大会での入賞の吉報や一学期の

検定挑戦の結果が届きました。始業式の壇上で紹介し、

全校でその努力を讃えました。 

◎第２回ボッチャユニバーサルボウル東京大会 

3コート第1位 「光明サンライズB」 

東京都立光明学園  

校長 田村 康二朗  

東京都世田谷区松原６-３８-２７  

電 話 ０３－３３２３－８４２１  

肢・病併置校 東京都立光明学園 学校通信⑥ 令和４年９月１日号  



S高２ 生徒 

S高２ 生徒 

S高２ 生徒 

S高１ 生徒 

２コート第２位 「光明サンライズA」 

S高３ 生徒 

S高３ 生徒 

S高１ 生徒 

S小３ 児童 

４コート第2位 「光明サンライズC」 

     S中３ 生徒 

     S中２ 生徒 

     S中２ 生徒 

◎文章入力スピード認定試験（日本語） 

     準２級 S中３ 生徒 

     準２級 S高３ 生徒 

     準２級 B高３ 生徒 

     3級   B高１ 生徒 

◎日本漢字能力検定 

     3級   S中３ 生徒 

     6級   S高１ 生徒 

     10級  S小３ 児童 

 

 学 園 生 の 転 入 ・ 転 出 の お 知 ら せ       

＜鹿本学園から転入＞ S高２：生徒 

＜府中けやきの森学園へ転出＞ S小５：生徒 

＜府中けやきの森学園へ転出＞ S高１：生徒 

 教職員の補充・追加配置、復帰・休職延長等の御報告       

＜教職員の補充配置＞ 

・S小：教諭：9／1～（週26時間勤務） 

・S小：学校介護職員：9／１着任 

・S高：学校介護職員：9／１着任 

＜看護師の追加配置＞ 

・主任非常勤看護師：9／１着任 

・総合非常勤看護師：9／１着任 

＜育児休職期間終了に伴う勤務復帰＞ 

・S高：教諭 7／２３～ 

＜健康回復に専念する為の病休等の延長＞ 

・S在宅訪問学級：主任教諭：R5・３・３１迄 

・S分教室拠点：教諭：R4・９・３０迄 

※ 産・育・病休取得に伴う代替教員の確保に関しまし

て、引き続き力を尽くして参ります。各学部内では監督

職である主幹教諭の指揮で随時補強体制をとっています

ので、御安心ください。 

【学び解説】自立に向けた力～進路学習で学ぶ～  

社会人となるためには、日頃の学習と併せて、大人

になる事を体験と学びから理解を深めていくことが大事

です。この学習を「進路学習」と言い、進路の時間の授

業と共に、学校生活全般を通して育みます。 

◆自己理解…最も大事なことは自分が大好き=自己肯定

感をもち、自分を大切にできる力です。 

⇒学級を中心に学校全体で取り組んでいます。本校では

多様な表彰機会を設けて自尊感情を養っています。 

◆自己適性…自己理解に含まれますが、特に自分はど

んな人？何が好き？得意？苦手は？等、自分の特性を自

分がよく分かっている事が進路選択面からも重要です。 

⇒本校では、社会見学に留まらず、学校内外での体験機

会を多数設けています。肝心なことは、単に体験するだ

けでなく、その実感をふまえた振り返り学習での自己分

析を通した「自分に向いている事探し」です。さらに、

学級指導だけでなく、国語、算数・数学、図工・美術、

技術、体育他の教科等の学習を通して様々な特性が分っ

てきます。家庭生活や本人の志向も大事な情報です。 

◆働くことの理解…仕事って何でしょうか。何かをや

り終ること、そしてやり遂げると喜びがえられること。

続ける責任感、求められる正確さ等様々な要素が含まれ

ます。遊びやスポーツ、趣味・余暇とも異なる「仕事、

働くこと」を本人なりに理解することが必須です。 

⇒毎日コツコツと積み上げる日課的な内容や係活動等の

学級生活も関連します。さらに作業学習や校内実習・現

場実習も理解が進む大事な機会です。 

◆職業適性…仕事にはどのような種類（業種や職種）

があって、それぞれの職業にはどのような特性があるか

を大まかに分かっている事が大事です。花屋さんは水仕

事がたくさんある事。パン製造は朝が早い事。店舗で販

売の仕事は土日出勤が多い事。食品製造は清潔さが大事

な事。パソコンでの入力を伴う職業では、数字入力がキ

ーボードでできる事等々。仕事によって求められる特性

は様々です。仕事の特徴と自分の特性がマッチしている

かよく考えることのできる力も必要です。 



⇒特設の授業だけでなく、実は校内・現場実習とともに

社会見学・移動教室・修学旅行での実体験や見学を通し

て各職業の理解を深めることも大事です。 

◆将来設計…将来の夢や希望（何をしたい・なりた

い）をもち、組み立てる力のことです。例えば「〇○に

なりたい」「□□になって一生懸命働いてお給料を貯

め、△△方面に海外旅行にいきたい。」「一人暮らしした

い、通勤寮に入りたい」等のビジョンです。 

⇒進路学習や総合的な学習だけでなく、国語等の学習

「私の主張、社会へのメッセージ」等の弁論コンテスト

等も自分の夢を明確にする絶好の機会です。 

こうした学習を下支えする力は以下のとおりです。 

◆健康の自己管理力…自分の健康を維持する力、（ある

いは健康維持するための支援を受け入れる力）体力を維

持・向上する事も大切な要素です。 

◆コミュニケーション力…周囲の方（友人、同僚、指

導員、上司、お客様）との意思疎通する力（挨拶、分か

らないことを尋ねる、報告する、イエス・ノー等） 

◆基礎学力…文字の獲得は大事な目標ですが、そこに

至る「形を区別する学習」「大きさを区別する学習」「記

憶する・思い出す学習」から順にステップを踏んでいき

ます。数の理解も同様です。1つの物を渡されて受け取

り返すやり取りから始め、1個の形はめ、2者択一等と

順にステップを踏み、1対１対応から２個、３個、数

唱、「３」の合成分解と順に進んでいきます。 

◆基本的生活習慣の技術力…食事、排せつ、睡眠、衣

服の着脱、室内での移動・姿勢交換等も日常の力です。 

☆毎日の学校生活・家庭生活で学ぶこと、身に付けるこ

とが将来への財産です。    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 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 （小） １４：１０

(ＳＢ中1・中２・高1）防災訓練 （中・高） １５：５０

（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

（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 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

（小） １４：１０

（中・高） １５：５０

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

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9月1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

28 水

25 日

26 月

×
停車不可

23 金

24 土

21 水

22 木

19 月

20 火

17 土

18 日

15 木

16 金

13 火

14 水

11 日

12 月

9 金

10 土

×
停車不可

7 水

8 木

5 月

6 火

3 土

4 日

下校時間

1 木

2 金

×
停車不可


