
 

 

 

 

 

 

報告：ｽｸｰﾙバス降車確認を再度徹底しました！  

 昨年、福岡で発生した「保育園送迎バスからの幼児の

降車確認忘れにより生じた痛ましい事故」を重く受け止

めて、本校では昨年度2学期当初から、さらに確実な降

車確認ができるように「ダブル現認方式」に進化させて

います。新方式導入に当たっては、体育館にバスに見立

てた椅子や通路を配した模擬バス車内を設けて、指差し

呼称の実技研修も行っていました。今年度も命を預かる

重みを再認識して従事しましょうと全教職員とSB乗務

員それぞれに乗降車確認方法を徹底したところです。 

【各スクールバスでの降車確認手順】 

❶SB乗務員は「SB名簿兼乗降確認書」に一人一人の乗

車・降車時に☑を記入します。 

❷乗務員は全員降車時に乗務員確認欄に署名します。 

❸学園生全員を車外に降ろした時、最後の学園生の迎え

を担当する教職員は、学園生をリフト下にいる乗務員

に一旦託してから車内に戻ります。 

❹ステップを上がって車中フロアを回り、全座席上を指

差し確認「降車よし」、座席下を指差し確認「潜り込み

無し」、網棚上を指差し確認「忘れ物無し」の 3 方向

点検を行います。 

❺乗務員から「SB 名簿兼乗降確認書」を点検した教職

員が受取り、「教職員による車内の現認欄」に署名して

返します。 

❻教職員は、託した学園生を引受けて登校します。 

❼乗務員は再度車中を点検後、全員降車を確認し、昇降

口で安全指導をしている副校長・主幹教諭に名簿を示

し、最終確認署名を受けます。 

★20 日には、バス運行管理の本部に当たる都教育庁の

所管課の皆さんが、本校での降車忘れ防止策の実際を参

考にしたいとの意図で見学に来校され、ありのままを見

ていただきました。今後も安全策を徹底していきます。 

S中３：修学旅行を中止し、代わる校外学習を計画中！ 

新型コロナウイルスの感染拡大防止に関しましては

減少傾向にあるものの依然として八千人（都１５日現在）

を越えており、第８波への警戒も必要な事態が続いてい

ること等を踏まえて、１０月１２～１３日の実施に向け

て準備を進めていた S 中３の修学旅行について総合的

に検討した結果、宿泊を伴う行事としての実施を見合わ

せる判断をして、16日に関係の皆様にお伝えしました。

現地での学習を楽しみにしていた生徒の思いを実現した

く、どうにかして実施できないかと検討を続けてまいり 

 

 

 

 

 

 

ましたが、残念な状況となり、学校としても断腸の思い

です。今後、修学旅行に替わる校外学習（日帰り）を改

めて計画いたします。 

報告：学園生全員参加の総合防災訓練（後半）を実施しました！    

8月の教職員による災害時初動訓練に引き続き、9月

９日には、本校舎に通う全学園生が参加する総合防災訓

練を実施しました。全校避難訓練では北棟1階の車両ス

ペースに全校の約半分の学年が退避しました。その後、

代表学年を対象に、班別で煙中避難、初期消火体験訓練、

起震車体験訓練等に参加しました。真剣に訓練に臨む様

子を、防災教育推進委員会委員の警察・消防・区の防災

担当の方々や保護者を代表して PTA 会長・副会長にも

視察していただきました。その際の助言と訓練の実際の

様子を特集した特集号「防災の橋」を編集中です。備蓄

食料や災害用物品等の一覧も掲載して10月中に配布し

ます。ぜひ御覧ください。 

Ｂ：ロボットプログラミング選手権全国大会への    

出場を目指して10/６の関東甲信越大会に臨みます！    

過去の全国大会では、準優勝やベスト８に輝いたB

部門伝統の全国選手権への挑戦開始です。９月16日

にB部門全体でトーナメント校内予選会行いました。

今年度は、それぞれが試行錯誤して完成させたプログラ

ムに優秀なものが多く、当日は熱戦が繰り広げられまし

た。結果、6名の地区大会出場が決定しました。第1

位から第3位までの3名が、Aブロックでチーム名

「村人(50)ワンタン麺を食べる。」として、第4位から

第6位までの3名が、Bブロックでチーム名「サイコ

ロ」として出場します。そこで上位に入れば2月の全

国選手権に駒を進めます。来月号での吉報を御期待くだ

さい！ 

 渋谷区：自立支援協議会の皆さんが来校されました！  

開校6年目となる本校に、初めて渋谷区障害者自立支

援協議会委員の皆さんが、感染予防の観点から9月上旬

と下旬の2回に分けて来校されました。さらに各回とも

に少人数グループに分かれて新校舎及び教育の見学をさ

れました。本校S部門には通学区域である渋谷区にお住

まいの方が１８名（全学園生の約1割）在籍されている

との説明を聞かれて、「渋谷区民に光明学園の教育の良さ

をこれから共有していきます。」との感想を頂戴しました。            

校長 田村康二朗 
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9月15日（木）修学旅行に代わる校外学習に向けた

事前学習として、学校に隣接するうめとぴあ「ふれあい

カフェ」へ出掛けました。①交通ルールを守り、道路に

広がったり、列から離れたりしないように注意すること

②自分の好きなものを注文して安全に飲食することを、

ねらいとしました。新型コロナウイルス感染症拡大防止

の観点から校外学習が見合わせとなっていたため、3年

ぶりの校外活動となり、皆、心待ちにしていました。 

天候にも恵まれ、暑くもなく心地よい秋風を感じる中、

道端の草木を眺めたり、歓声を上げたりする生徒もいま

した。「ふれあいカフェ」では、自分の好きな飲み物を注

文して飲んだり、お菓子を購入したりしました。普段と

は違った校外での活動は楽しく、また、カフェでの友達

との飲食は、格別に美味しかったようです。皆の素敵な

笑顔がたくさん見られました。 

  

 

 

 S部門高等部Eグループでは令和3年度より「光清カ

ンパニー」という仮想の会社を立ち上げ、毎週の作業学

習で名刺作成や除菌清掃を通したキャリア教育を行って

います。今年度の光清カンパニーは4人の新入生を迎え

てスタートしました。学習の積み重ねにより、挨拶、返

事、報告などのビジネスマナー、事務補助や除菌清掃の

手順が身についてきています。9月には外部専門家から

指導を受け、洗面台の除菌清掃手順を学びました。教室

の机や椅子にとどまらず、校長室、経営企画室、寄宿舎

等の除菌清掃に取り組み、実践を通してさらにレベルア

ップを図っています。 

また、光清カンパニーをもっと学園生の皆さんに愛さ

れる会社にしていくために、総合的な探究の時間にマス

コットキャラクターづくり、音楽の授業で社歌づくりに

も挑戦しました。キャラクターはモップや事務作業に使

用するパソコンがモチーフになっています。社歌は、社

訓をもとにして業務で心掛けたいことを歌詞に取り入れ 

て、意見を出し合いながら作成しました。 

10月には光清カンパニー発足以来の念願である梅ヶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 校外学習では、今回の学習を十

分に生かし、安全に配慮しなが

ら、さらに充実した校外学習を実

施できるよう、準備を進めてまい

ります。 

 

（S中学部 主任教諭 柴田知子） 

 

 

 

丘駅の除菌清掃や、S部門小学部Hグループと共に学習

する企画を予定しています。今後も幅広く活動を行って

いきます。応援のほど、よろしくお願いいたします！ 

（S高等部 教諭 藤山香恋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

S高等部 光清カンパニーの活動 

〇〇〇〇 

S中学部 3年 校外学習事前学習（校外活動） 

〇〇〇〇 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

都民の日

（全校）安全指導日 （Ｓ中Ｅ）(S高Ｆ）中間考査始（至６日）） （小１～３） １４：１０

介護等体験①1日目 (S高B)自然体験学習（サツマイモ堀り） （小４～６・中・高） １５：５０

介護等体験①2日目 （Ｂ中）（Ｂ高）中間考査始（至中５日高６日） （小１） １４：１０

(S高A)自然体験学習（サツマイモ堀り） （小２～６・中・高） １５：５０

（Ｂ中）中間考査終 （小） １４：１０

（Ｓ小1）校外学習（Ｓ）摂食相談 （中・高） １５：５０

医ケア向上委員会保健室懇談会 （Ｓ中Ｅ）(S高Ｆ）（Ｂ高）中間考査終 健康相談（橋本D）

(S高CE)（D)自然体験学習（サツマイモ堀り）

（全校）第2回英語検定（希望者） （S中高）整形外科相談 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

松原５・６丁目自治会「絆フェスタ」

スポーツの日

（全校）避難訓練 （Ｓ）小６保護者中学部授業見学 （小１） １４：１０

（Ｂ高)事前相談 （小２～６・中・高） １５：５０

第２回学校公開 健康相談（田角D） （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

(S)自活訪問（AM) （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

介護等体験②①１日目 (S)自活訪問（PM) 希望者体重測定 （小１～３） １４：１０

（小４～６・中・高） １５：５０

介護等体験②①２日目 （Ｂ）転学相談日 希望者体重測定 （小１） １４：１０

（Ｂ高)オープンスクール （小２～６・中・高） １５：５０

（Ｂ高２）修学旅行始（至７日） （小） １４：１０

（Ｓ）摂食相談 （中・高） １５：５０

（Ｓ高１）校外学習 指導医検診（荒木D)

(全校)（舎）個人面談期間終 （Ｂ高2）修学旅行終 （S小）整形外科相談 （小） １４：１０

(全校）第２回漢字検定（希望者） （中・高） １５：５０

指導医検診（井手D) （小１～３） １４：１０

（小４～６・中・高） １５：５０

【（全校）【短縮日】14：10下校 （Ｂ高)オープンスクール

（全校）光明祭予行 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

（全校）光明祭予行

（そよ風）そよ風ライブ

（Ｂ高)事前相談 指導医検診（中村D) （小） １４：１０

(S)自活訪問（AM) （中・高） １５：５０

【（全校）短縮日】14：10下校

3 月

4 火

下校時間

1 土

2 日

×
停車不可

5 水

6 木 全校 １５：５０
×

停車不可

9 日

10 月

7 金

8 土

13 木

14 金

11 火

12 水

17 月

18 火

15 土

16 日

21 金

22 土

19 水

20 木 全校 １５：５０
×

停車不可

水

全校 １４：１０

23 日

24 月

全校 １４：１０

29 土

30 日

全校 １５：５０

×
停車不可
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31 月

27 木

28 金

全校 １５：５０

25 火

26


