
 

 

 

 

 

 

光明祭前半の『映像作品上映』には約200名の保護

者の皆様が足を運んでくださいました。開催に当たって

はＰＴＡ保護者会員の方々が交代で会場の消毒等にお力

を貸してくださり、安心・安全な環境の中で実施する事

ができました。御礼申し上げます。 

２学期末に向かいます。光明祭後半にあたる『作品

展示』と『授業参観』が来週から開始となります。   

予告：光明祭映像作品の家庭での視聴と参観機会の御提供        

大変好評を頂いた映像作品に関しまして、各御家庭

で御本人の視聴による復習と共に再度参観していただく

機会を設けるべく準備をこの週末に進め、11／28(月)

に学園生が視聴するためのQRコード入りの御案内文

書を配布する予定です。＜視聴（参観）可能期間は、

11／28(月)～12／11(日)を予定しています。＞「学

校教育の授業における学習時に限っての著作権許諾不要

の法規定に基づき、光明学園生の各学年の個々の実態に

即して各種著作物（既存の楽曲・ゲームキャラクター＆

ストーリー・画像）を挿入して映像作品に仕上げている

ものが多数ですので、必ず下記の事項を守って御参観く

ださい。 

❶ 光明祭映像作品つくりの学びを、「学園生が在宅で

自主授業として復習する様子」を御家族が参観する

形式が前提となります。必ずお子様本人と一緒に御

覧（御参観）ください。 

❷ GIGA端末等のタブレットにログインして御利用く

ださい。家庭内の大型TV等に接続して学園生と一

緒に御覧になる事は構いません。 

❸ 著作権及び個人情報保護の法律遵守をお願いしま

す。具体的には録画、タブレットや大型モニターの

画面をカメラ等で複写するなどの一切の録画はでき

ません。併せて、映像データの保存並びにインター

ネット上での公開やメール転送はできません。 

★個人情報保護の観点から2週間程度の指定期間内の

御提供となります。期間内であれば学園生と御一緒

であれば何回でも御覧（参観）頂く事が可能です。 

 予告：保護者会 S：12/15(木)・B：12/1６(金)     

 既に御案内のとおり、学校参集型を基本形として開催

予定です。但し感染状況によりましては、１００％オン

ライン型に切り替える場合も有ります。（変更の場合

は、前週末までに全保護者にお知らせします。） 

 防災特集号「防災の橋」を10／26に配布しました！   

 「学校の防災訓練の内容や備蓄食料・備付け防災用品 

 

 

 

 

 

 

 

などの情報を！」との保護者の声を受けて、８・9月

に行った総合防災訓練報告、避難経路、備蓄非常食や防

災用品一覧をまとめた特集号「防災の橋」を全家庭に配

布しました。ぜひお読みください。後日、同封のアンケ 

ートを集約し、専門家等による防災教育推進委員会に提 

供して今後の充実に向けた協議に反映させていきます。 

 御案内：アートギャラリーに新作の大型作品登場！  

 ギャラリーの２・３階踊り場の吹き抜けになった壁面

に新作の大型作品2点を25日から展示します。授業参

観等の際にも鑑賞いただけるようにしました。❶「学園

生が描いた様々なガラス絵（キットパスアート）をコラ

ージュした大型タペストリー（専用クレヨンを使った学

園生作品でデザイン）」❷「高等部 3 年生卒業記念の大

型タペストリー（SB 両部門の最上級生の学校生活画像

で構成）」どうぞお楽しみください。 

 特に、卒業記念タペストリーついては、来年の11月

まで展示し、在校生が卒業生の活躍を振り返る場としま

す。その後、次期作品と入れ替え、卒業生が来校する同

窓会や成人を祝う会等の時に、体育館に展示してお迎え

できるように永年保存します。 

 御案内：S 肢体不自由児者の美術展が間もなく開催！ 

 伝統ある「第4１回肢体不自由児・者の美術展」が

下記の通り開催されます。全国規模の公募展として日本

肢体不自由児協会の主催（東京都後援）で、同協会総裁

の常陸宮殿下が初日の表彰式に御臨席されてオープニン

グとなります。 

◆期間：12／1(木)～４(日)11時～19時 

※初日と最終日は時間等に一部変更があります 

◆開催会場：東京芸術劇場 5階ギャラリー１ 

◆交通：池袋駅西口徒歩３分 

本校からも作品多数がエントリーしています。今回

も期待に胸を膨らませて吉報を待ちます！入選作品の発

表は例年ですと開催前週の後半に「厚生労働省ホームペ

ージ」上で公表されます。 

 第７回 東京都特別支援学校 アートプロジェクト展！   

 都内の特別支援学校(都・区・国・私立の約70校)に

在籍の児童・生徒が制作した優れた作品を発表する機会

として都教育委員会が東京芸術大学の協力を得て開催す

るアートプロジェクト展に今回も本校から祝入選！ 

◆開催期間：令和５年１月５日(木)～１月1５日(日) 

◆展示会場：東京藝術大学大学美術館「陳列館」 

本校からも光美展入選作の中から応募条件をふまえ

てエントリーしていましたが、25日に展示作品一覧が
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公表され、本校学園生の入選が判明しました。祝入選！ 

作品名「マスクをした私と好きなキャラクター」      

 B高２ 生徒 （開校以来６年間で本校からの入選はたっ

た3人目の難関。）受賞作品はスクールバスのラッピング

アートとしても採用される見込みです。 

 S：ミラコン2022 ﾌﾟﾚｾﾞﾝｶｯﾌﾟ東京大会の結果！ 

5分間のプレゼン動画「社会への提言」でエントリ

ーするプレゼンカップ東京ブロック大会の審査結果が届

きました。都内各肢体校から２１名がエントリーされ、

本校生徒が第2位となりました。おめでとう！ 

東京地区大会第2位：優秀賞 Ｓ高３ 生徒   

※各地区の最優秀作品が出場する全国大会は本校を会場

に12／1４(水)に開催、文科大臣賞を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11月1日（火）～３日（木）に光明祭が行われま

した。今年度も、コロナウイルス感染拡大防止対策のた

め、学部学年ごとの映像作品発表となりましたが、開閉

会式は学園生代表の実行委員が中心となり、体育館から

配信によって、教室と体育館がつながり、学園全体が一

つになって行うことができました。 

光明祭実行委員会の活動は、9月から始まりまし

た。テーマソング、スローガンの決定にも取り組みまし

た。Ｓ部門は全校にアンケートをとり、候補曲の中から

テーマソングを選曲し、B部門は募った言葉を組み合

わせてスローガンを完成させました。10月からは、部

門ごとに分かれて開閉会式の準備を進めてきました。全

員揃わない時もありましたが、協力して練習を進めるこ

とができました。また、計４回のお昼の放送も行い、光

明祭サンバやテーマソングを流し、光明祭に向けて気分

を盛り上げていきました。約2ヶ月の活動でしたが、

一人一人ができる活動を通して、代表者としての自覚を

もつことができたと思います。 

（光明祭担当 主任教諭 上野由美子） 

 

 

 

〈報告〉10／13 Ｂ：分教室・病院訪問：遠隔合同社会見学 に参加    

沖電気工業(株)グループに属する障害者雇用の為の特

例子会社「㈱沖ワークウェル」の全面協力により、入院 

中の児童・生徒等が参加できる「遠隔社会見学」が今年

も行われました。今回は山口県立周南総合支援学校がホ

スト校として「徳山動物園」と「山下工業所（新幹線製

造）」を双方向で結んでの見学会が実現しました。 

全国から10校を超える肢・病の特別支援学校及び

病院内分教室等が参加しました。光明学園からは、そよ

風分教室生と病院訪問（東邦病院と慈恵医大病院）で学

ぶ学園生が参加し、目を輝かせて見学していました。 

※上記の「(株)沖ワークウェル」代表の社長様には、

光明学園学校運営連絡協議会に委員として御協力いただ

いています。      校長 田村 康二朗 

 

 

 

 

 

 

★テーマソング★ 

Mrs.GREEN APPLE 「ダンスホール」 

★スローガン★ 

「みんなで力を合わせて  

笑顔のフェスティバル」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光明祭実行委員の活動 

開閉会式に、特別学園生「こうちゃん」「めいちゃん」

が帰って来ました。 

開会式では『光明祭サンバ』を、閉会式では『ダンス

ホール』を一緒に踊りました。 



 

 

中学部２年生は鎌倉の大仏殿と鶴岡八幡宮宝物殿に

行きました。事前学習では見学先や、実際に乗る交通機

関などを調べたり、昼食を食べるレストランのメニュー

を選んだりしてイメージを膨らませました。 

行きは小田急線で江ノ島経由で行きました。大仏殿の

見学のあと、お土産物屋でおみや

げを選びました。1000円という

限られた金額

を最大限に利

用して選びました。若宮大路の段葛や

帰りの小町通りは長かったですが、疲

れも見せずに歩きました。帰りはＪＲ湘南新宿ラインと

井の頭線を乗り継いで学校まで帰ってきました。生徒の

感想です。「平日なのに人がたくさんいて改めて鎌倉って

人気なんだなと思いました。江

ノ電のシートがふわふわで、車

窓からの海の輝きと広さを感じ

ました。」 

     （Ｂ部門中学部 主任教諭 川口尚人） 

 

 

 

3年ぶりとなるそよ風分教室学習発表会「そよ風ライ

ブ」が、10月27日(木)に行われました。当日は、そよ

風分教室と成育医療研究センターに入院中の病院訪問学

級の児童・生徒が、日頃の学習成果を発表しました。 

小学部の発表では、それぞれが抱える不安や困難の象

徴であるゾンビに、一人一人の夢や目標を発表すること

で力を得て立ち向かうというものでした。中学部の発表

では、そよ風分教室のテーマソング「そよ風」を、動画

編集ソフトを

駆使して、イラ

ストや手話な

ど、さまざまな

バージョンに

作成し、発表し

ました。最後の全体合奏では全員で「きらきら星」と「ル

ージュの伝言」を演奏しました。全員が揃っての練習が 

 

 

高等部１年生は、羽田空港第 

２ターミナルへ行ってきました。 

事前の学習では、リムジンバス 

チケットの電話予約を行い、実際に空港を利用すること

を想定した体験を大切にしました。 

当日は、電光掲示板から行きたい旅行先を選び、チケ

ットカウンターや搭乗口を探すなど、羽田空港から旅 

に出る方法を学びながら見 

学しました。展望デッキでは、

飛行機が飛び立つ瞬間を一

眼レフのカメラで激写。楽し

みながら「映える写真」撮影 

大会を行いました。自分で選んだお店での昼食、家族へ

のお土産購入、つかの間のカフェ休憩などを交え、空港

ならではの雰囲気を感じ、「いつかこ

こから旅行にいきたいな」と思いを

馳せる経験は、将来の夢や目標にも

繋がっていくことと思います。 

        （Ｂ部門高等部 教諭 内久根麻美） 

 

 

 

なかなかできませんでしたが、当日は、協力し合って 

とても素敵な演奏になりました。参観に来ていただいた

方からは、「力をもらいました。」「涙がでました。」など

の温かい言葉をたくさんいただきました。今回のコロナ

禍での開催におきましては、感染症対策を充分に施し、

参加形態など病院の御理解と御協力のもとに実施するこ

とができました。分教室で参観できる保護者は1名のみ

とし、登校できない児童生徒やベッドサイドの保護者に

ライブ配信を行うという初めての試みを実施しました。

撮影制限や参観形態におきましても、保護者の皆様の御

協力をいただき、ありがとうございました。 

     （そよ風分教室 主任教諭 佐野健一郎） 

 

 

 

 

 

B部門中学部２年生・高等部１年生 校外学習へ行ってきました！ 

そよ風ライブ（そよ風分教室） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）安全指導日 （Ｂ中）期末考査終

（S中３）校外学習

（Ｓ中Ｅ）（Ｓ高Ｆ）期末考査終 （S中高）整形外科相談 （小） １４：１０

（Ｂ高）期末考査終 （中・高） １５：５０

（小１～３） １４：１０

（小４～６・中・高） １５：５０

介護等体験⑥1日目 （Ｂ高)事前相談 （小１） １４：１０

（小２～６・中・高） １５：５０

介護等体験⑥２日目 （Ｓ）摂食相談 眼科相談（北川D） （小） １４：１０

(S)自活訪問（AM) （中・高） １５：５０

（Ｓ中２）校外学習 学校保健委員会

（全校）授業参観期間終 （S小）整形外科相談 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

（舎）2学期行事 （小１～３） １４：１０

介護等体験予備日（⑦） （小４～６・中・高） １５：５０

（全校）避難訓練 （Ｂ）転学相談日 （小１） １４：１０

介護等体験予備日（⑧） （小２～６・中・高） １５：５０

(S)プレゼンカップ全国大会 （Ｓ）摂食相談 （小） １４：１０

（中・高） １５：５０

(Ｓ)全校保護者会 指導医検診（荒木D)

(Ｂ)全校保護者会 (S)自活訪問（AM) （小） １４：１０

標準服アフターサービス （中・高） １５：５０

希望者体重測定 （小１～３） １４：１０

（小４～６・中・高） １５：５０

（Ｓ小）オペレッタ鑑賞会 希望者体重測定 （小１） １４：１０

指導医検診（井手D) （小２～６・中・高） １５：５０

（Ｓ）摂食相談 健康相談（田角D） （小） １４：１０

(S中３）オペラ鑑賞 （中・高） １５：５０

健康相談（橋本D）

(全校)終業式　（舎)閉舎

(全校)給食終　（全校）14：10下校

開校記念日

冬季休業日始(至1月9日）

下校時刻

1 木

2 金

全校

6 火

3 土

4 日

7 水

8 木 全校 １５：５０

11 日

12 月

10 土

15 木

16 金

14 水

20 火

18 日

全校 １４：１０

22 木

31 土

29 木

30 金

27 火

28 水

×
停車不可

×
停車不可

25 日

26 月

23 金

24 土
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１５：５０

全校 １５：５０

全校 １５：５０

21 水

17 土

13 火

9 金

5 月

19 月


