
 

 

 

 

 

 

児童のみなさん、おはようございます。6月 13日(土)に小学校の新しい児童 48名のみなさんが入学式を

しました。そして、今日、1年生から 6年生までが集まり、この校舎で新しい学校生活を始めます。 

さあ、今日からあなた方は一緒に集まります。ここに大きな家族として集まって、みんな一緒に神様の守

りのもとに、天のお母様マリア様のもとで、教職員の先生方、クラスのお友達と一緒に仲良く生活して、お

昼ご飯を食べて、笑って、話をして、そして、勉強をします。 

みなさんの頭は貯金箱のようなものです。その貯金箱に毎日貯金をしているのです。毎日、毎月、先生方

から新しい教えをいただいて、特に日本語の言葉と英語の言葉とフランス語の言葉を教えてもらい、そし

て神様の言葉を聞いて、知識を貯金するのです。あなた方ひとりひとりの美しい頭の中の貯金箱に、新し

い知識を貯金して、大きな大きな貯金箱にしていきます。 

神様、ありがとう。今日まで私たちを育ててくださったお父様お母様、ありがとう。ここにおいでになる

先生方、手伝いをしてくださる職員の方々、そういう方々のおかげで楽しく明るく生きます。今はからっ

ぽの頭の貯金箱に、毎日一つの知恵を入れて、貯金箱をいっぱいにしていきます。これから身体も大きく

なります。知識も知恵も増えていきます。友達と仲良くし、美しい言葉であいさつを送り合い、助け合い、

赦（ゆる）し合って、大きな人間に成長します。小学校の大家族の中で大きくなって、世界を照らす人間に

成長して、皆さんの希望と皆さんの美しい宝物として、世の光となり、みんなの喜びのもとになるように

がんばります。がんばってください。             

（6月 15日全校朝礼 校長先生のお話） 

 
 
 

◇７月のみことば  『柔和な人は、幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。』 

          “Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.” 

          ≪Heureux les doux: ils obtiendront la terre promise!≫ 

                       マタイによる福音書 5章 5節／Matthew 5:5 

 
◇７月の聖歌    『忘れないで』 －「友よ歌おう」 P.55より－ 
 

◇７月の生活目標  『コロナウイルス対策、予防に気を抜かずに引き続き徹底して取り組もう。』 

“Let’s continue to work on Coronavirus prevention” 
          『三つの良い習慣を身に付けよう。時間に余裕を持って取り組む習慣、ルール 

を守る習慣、全力で取り組む習慣。』 

          “Let’s acquire three good habits: Always be on time. Follow the school  
rules. Always put effort into your work.” 

 

◆ 教頭より  

新型コロナウイルス感染症の影響により延期になっていた入学式をようやく実施することができました。

そして、分散登校を経て、いよいよ 7 月 6 日からは全面登校が始まります。児童全員が元気な姿を見せて

くれるのを楽しみにしています。分散登校の間も、教室や廊下に子供たちの元気な声が聞こえたり、休み

時間に外で楽しそうに追いかけっこをする姿が見られました。私たちは、子供がいることの喜びをしみじ

みと感じています。 
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さて、7月 6日から全員が揃って、学園の教育目標に沿った活動が再開されます。冒頭の校長先生の言葉

の中に、学園の教育目標が凝縮されています。キーワードを拾ってみましょう。「日本語」、「英語」、「フラ

ンス語」、「世の光」、「みんなの喜び」、これらの言葉の中には、校長先生がいつも口にしている思いが込め

られています。40年前に海外帰国子女受入を専門とする A群１類校として全寮制高等学校を始めたとき、

様々な国から大勢の帰国子弟が集い、学園には様々な言語が溢れていました。校長先生は、スイスでの修

道院生活の経験から、言葉が通じ合い、心が通い合うすばらしさ、喜びを痛感していたのでしょう。各国か

ら帰国する生徒が一堂に寮に集い、人々に喜びを与える人、暗闇に光を照らす人になってほしいと願った

のだと思います。 

今月の聖句にある「柔和な人」の「柔和」とは、日本語でも英語でもフランス語でも「穏やかで、優し

い」という意味ですが、旧約聖書では、「貧しい、低くされた」という意味で使われ、ただひたすら神に信

頼し、自分に頼らない者を指していました。新約聖書でも、マタイ伝の中で、イエス様は、「私は柔和で謙

遜な者だから、私のくびきを負い、私に学びなさい。そうすれば、あなたたちは安らぎを得られる。（マタ

イ 11:29）」と教えています。私たちは、日常生活の中で、自分の意見を押し通そうとしたり、自分に誇り

をもちすぎていたりすることによって、独りよがりになってしまうことがあります。全面登校開始のこの 7

月、子供たちには、今月のテーマである「柔和」について考えながら、新しい生活様式での生活をスタート

させてほしいと思います。 

◆ 入学式・始業式を行いました  

 2ヶ月遅れで規模を縮小しての入学式でしたが、保護者の皆様をはじめ、多くの皆様のご協力のもと、無

事に終えることができました。ご協力、誠にありがとうございました。 

 以下に在校生からの 1年生を迎える言葉を掲載します。 

○新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。今年は新型コロナウイルスの影響で学校に来ることができ

ないことが続いていましたが、学校はみなさんのことをずっと待っていました。身体に気をつけて、楽しい学校生

活を送ってください。わからないことがあったら、先生方や私たち 6 年生に聞いてください。 

―６年Ａ組         ― 

○Bonjour à tous et à toutes! 

Bienvenue à l’école primaire Gyosei. Cette année est difficile, mais faisons de notre mieux. Travaillons et amusons 

nous! 

（和訳：皆さん、おはようございます。暁星国際小学校へようこそ。今年は困難な年ですが、全力で頑張りましょう。

一生懸命勉強して、楽しみましょう。）                              ―５年Ｂ組         ― 

◆ ７月６日以降の登校について  

オンライン授業実施に当たっては、保護者の皆様のご理解とご協力をいただき、感謝申し上げます。本校

の新しい教育スタイルを皆様と共に築き上げ、魅力を発信できたことを大変嬉しく思っております。 

7 月 6 日からの全面登校に当たっては、感染がどうしても心配である場合にはオンライン受講を認めま

す。しかし、授業および教育活動全体を円滑に進めるためには、全員登校が不可欠です。皆様のご協力をお

願いいたします。日によって登校したり、オンライン授業に切り替えたりするような混合型での登校は認

めません。 

オンライン受講を希望される場合は担任までお申し出ください。オンライン受講の申請をした児童が登

校型に切り替える場合には、その申請をしていただき、その後の変更は認めません。 

◆ 通常登校開始後の児童用メールアドレスによる連絡について  

 各児童用メールアドレスを用いたメールでの学習相談は、通常登校開始までを使用期間とさせていただ

いておりました。今後、学習相談ならびに、欠席などのご連絡は、学校へお電話していただくようお願いい

たします。＜電話対応時間 8：00～16：00＞ 

 担任が授業などで対応できず、折り返しの連絡が必要な際は、後ほどご連絡させていただきます。 
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◆ 海外渡航歴調査票  

 今年度初めて登校される際は「本人および家族等接触者の海外渡航歴調査票」を提出してください。ご

協力よろしくお願いいたします。 

また、ご家族の中に帰国後間もない方がおります場合には、随時ご提出ください。 

◆ 提出物について（２年生から６年生）  

新年度に提出していただく書類の回収が完了しておりません。次回登校日には必ずご提出ください。ま

た、しばらく登校されないご家庭は、お手数ですが郵送にてご提出ください。ご協力よろしくお願いいた

します。 

＜提出物＞○家庭調査票 ○保健調査票 ○結核に関する健康診断問診調査 

○保健関係グリーンファイル 

＜郵送先＞〒292-8565 千葉県木更津市矢那 1083 暁星国際小学校事務室宛 

◆  大掃除のお知らせ  

7月 31日(金)5、6校時(12：40～)に大掃除を行います。今年度は、保護者の皆様へお手伝いのお願いを

せずに、教職員と児童で行います。児童の服装は、体操服です。ぞうきんの持参をお願いいたします。必

要な児童は、ゴム手袋の持参をお願いします。なお、忘れた児童への貸し出しはいたしません。 

◆ 夏休みコンクールのお知らせ  

夏休み中のコンクール等の案内を後日、別紙にてお知らせいたします。学校から提供する情報以外の様々

なコンクールに各自で取り組もうと考えられているご家庭もあるかと思います。コンクールによっては、

個人で自由に応募できるものと学校を通じて応募するものがあります。応募要項を十分に確認し「学校を

通じて応募」となっているものは必ず、学校へご提出ください。 

また、例年、コンクールとは別に、工作、手芸、書道などの作品を提出してもらい、展示していますが、

今年度は、この課題はありません。代わりに、秋の理科学習発表会に向けた準備をしてください。追って、

理科学習通信第 2号をお送りいたします。 

◆ 中学校・高等学校 学校説明会  

内部進学をご検討されている 4 年生以上のご家庭で、中高の学校説明会に参加をご希望の方は、中高ホ

ームページの『学校説明会』申込フォームから直接お申込みください。また、中高も個別にオンライン説明

会を実施しておりますので、ぜひご参加ください。 

＜開催日＞8月 4日(火)、9月 26日(土)、10月 31日(土)、11月 28日(土)、1月 9日(土) 

＜時程＞受付 8：40、説明会 9：10～10：40、授業見学 10：50～11：40、寮見学 11：50～12：20 

◆ 御礼  

6年 B組      さんよりアルコール消毒液を寄贈していただきました。誠にありがとうございました。 

◆ 会計室より  

先日お伝えした車両整備費の一部返金を 5 月末日に行いました。お小遣い口座の明細書を郵送しており

ます。ご確認ください。返金の受け取りをご辞退してくださった皆様、お心遣いありがとうございました。 

また、先月、フランス語の教材（約 6,000円）とレギュラークラスの英語教材（1A約 12,000円、2A・3A

約 8,000円、4A～6A約 5,000円）の引落しを行いました。残高が不足しないようご確認をお願いいたしま

す。 
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◆ 年間行事予定表を配布しました  

今後も変更の可能性がありますので、ご理解ください。 

 

◆ ７月の予定  

 
行       事 

スクールバス

発車時間 

補習／

放課後 

1日(水)  14:30 － 

2日(木)  14:30 － 

3日(金)  14:30 － 

4日(土) Web学校説明会14：00～15：00（※入学希望者対象） 13:40 － 

5日(日) 休校          

6日(月) 
全面登校開始 ※オンライン授業併用 

情報授業の日（3年生以上A組） 
14:30 － 

7日(火)  14:30 － 

8日(水)  14:30 － 

9日(木) 証明写真撮影（5・6校時） 14:30 － 

10日(金)  14:30 － 

11日(土) 第１回 転・編入学試験 13:40 － 

12日(日) 休校         

13日(月) 情報授業の日（3年生以上B組） 14:30 － 

14日(火)  14:30 － 

15日(水)  14:30 － 

16日(木)  14:30 － 

17日(金)  14:30 － 

18日(土) Web学校説明会14：00～15：00（※入学希望者対象） 13:40 － 

19日(日) 休校   

20日(月) 情報授業の日（3年生以上A組） 14:30 － 

21日(火)  14:30 － 

22日(水)  14:30 － 

23日(木) 休校（海の日）   

24日(金) 休校（スポーツの日）   

25日(土)  13:40 － 

26日(日) 休校   

27日(月) 情報授業の日（3年生以上B組） 14:30 － 

28日(火)  14:30 － 

29日(水)  14:30 － 

30日(木)  14:30 － 

31日(金) 
大掃除（5・6校時） ※体操服着用 

※最終登校日 
14:30 － 

備考 

※７校時の授業は行いません。（オンライン面談実施期間のため） 

※23日(木)と24日(金)は、休校になります。 

※8月1日(土)から8日(土)までは全員オンライン授業になります。 
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