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暁星国際小学校 教務部
今日は 7 月 21 日。本来なら、夏休みに入る時期です。しかし、コロナのことで、私たちは苦しみ、戦
い、そして努力をして、一生懸命この時を過ごしています。
この 1 学期の間、コロナと戦いながら、私たちはいろいろな勉強をすることができました。苦しい生
活をしました。勉強の仕方もいろいろ考えました。家で勉強したり、学校に通ったり、先生方とオンラ
インで勉強したり、新しい体験をしました。でも、無事にこの 1 学期が終わります。神様、ありがとう
ございました。
私たちの仲間でコロナに罹った人はひとりもいないと聞いています。でも、多くの日本人が、そして
地球に住む全世界の人々がコロナで苦しみ、亡くなられています。そういう方々のためにお祈りし、早
くコロナの病気の時が過ぎ去るように、神様、助けてください。光を与えてください。希望を与えてく
ださい。お祈りをしながら、勉強をして、私たちはより高く、一日一日、心も身体も知識も毎日増えて、
大きく成長していくように努力します。そして、すべての教職員ががんばってきました。その背後にあ
る保護者の方々の絶大なご協力をいただいて、無事、この時を過ごすことができました。心からすべて
の方々に感謝し、これからもコロナが終息するまで、苦しい時が続きますが、心をひとつにして、子ど
もたちが心も身体も知識も大きく成長していくように助けてくださいますようお願いいたします。
（7 月 21 日 校長先生のお話）

◇８月のみことば 『からすのことを考えてみなさい。種も蒔かず、刈り入れもせず、納屋も倉も持た

◇８月の聖歌

ない。だが、神はからすを養ってくださる。あなたがたは鳥よりもどれほど価値あ
ることか。
』
“Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither
storehouse nor barn; and God feeds them. Of how much more value are you than
the birds?”
≪Considérez les corbeaux: ils ne sèment ni ne moissonnent, Ils n’ont ni resserre
ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux!≫
（ルカ 12.24 Luke 12.24）
『ごらん空の鳥』

◇８月の生活目標 『食事、睡眠を正しくとり、熱中症に気をつけて運動をしましょう。』
“Make sure to have meals properly and get enough sleep. It is also good to
exercise avoiding getting a heat stroke.”

◇９月のみことば『赦しなさい。そうすればあなたがたも赦される。与えなさい。そうすれば、あなた

◇９月の聖歌

がたも与えられる。
』
“Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you.”
≪Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et vous recevrez.≫
（ルカ/Luke/Luc 6,37-38）
『アーメンハレルヤ』

◇９月の生活目標 『規則正しい学校生活を送ろう。』“Let's maintain our daily routines.”

◆ 教頭より
いつもと違う１学期が終わります。休校から分散登校へ、そして全面登校へとかつてない経験をしま
した。子供たちは家で多くの時間を過ごすことによく堪えました。お母さんも子供と一緒に長い時間を
過ごし、一緒に頑張ってくれました。教職員も初めてのオンライン授業や消毒作業を一生懸命にやって
くれました。ある朝、校長先生が高校棟の廊下にあるテーブルのところでロザリオを手にお祈りをして
いるところを見かけました。皆のためにロザリオの祈りを唱えてくださっていたのだと思います。皆が
力を合わせて、今までになかった壁を乗り越えた１学期だったと思います。
ピロティでは、遅まきの１年生の朝顔がすくすくと育ち、あっという間に大きくなりました。２年生
のミニトマトの実も少しずつ赤くなり、子供たちは収穫の喜びを味わっています。理科学習のバケツ稲
も大きくなりました。日ごとに大きくなるこれらの植物や元気に通学してくる子供たちを見ていると、
休校を乗り越えてくることができたことが、実に８月のみ言葉の通りであるように思われます。
今、宗教の授業で、渡辺和子さんの「置かれた場所で咲きなさい」という本を６年生と一緒に読んで
います。この本を読んでいると、シスター渡辺の徹底した神への信頼を感じ取ることができます。シス
ターは、
「置かれた場所に不満を持ち、他人の出方で幸せになったり不幸になったりしては、私は環境の
奴隷でしかない。どんなところに置かれても、そこで環境の主人となり、自分の花を咲かせようと決心
した」と書いています。そして、シスターは、
「咲くということは、自分が笑顔で幸せに生き、周囲の人々
も幸せにすることによって、神があなたをここにお植えになったのは間違いでなかったと証明すること
なのだ」と続けています。この言葉の根底にあるのは、神への信頼です。
１年生の教室に行くと、
「～ちゃんが～言った」
、
「～が～した」
、
「いや、～方が～した」という報告が
連続することがあります。まだ自分のことで精一杯のかわいい一年生たちも、やがて、
「自分がイエス様
なら、どうしたと思う？」
、
「自分がイエス様なら何て言う？」と自問するようになるでしょう。聖パウ
ロは、
「愛は忍耐強い。愛は情け深い。ねたまない。愛は自慢せず、高ぶらない。礼を失せず、自分の利
益を求めず、いらだたず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、
すべてを望み、すべてに耐える」と述べています。
コリントの「信・望・愛」は、カトリック学校の支柱となっている精神です。
「感染しない、感染させ
ない」ための細心の注意を各自が心掛けるとともに、神に信頼し、コロナ禍の中でも、
「神様は私たちに
よくしてくださらない筈がないと「信」じ、希「望」を持って、互いに「愛」し合って、学校生活を過
ごしてほしいと思います。
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また、不審な人に会った時は『いかのおすし』を思い出してください。

◆ 通知表について
第１学期は、登校期間が短く、適正な評価が困難であるため、通知表は発行しませんので、ご了承
ください。

◆ 出欠の扱いについて
本校では、全面登校開始後、家庭でオンライン授業に参加している児童の出欠席の記録を次のよう
にしています。
（１）感染の恐れを理由に保護者の判断による長期欠席の申し出をしている児童：出席扱い。
（２）家族等に罹患者や海外から帰国後２週間以内の方がいる児童：出席扱い。
（３）３７．５度以上の発熱のため、急遽、欠席した児童：出席扱い。
（４）一般的な風邪、頭痛、腹痛、けが、歯科通院等により欠席した児童：病欠扱い。
（５）上記以外の寝坊や、家庭の都合により欠席した児童：事故欠席扱い。
尚、生活指導上、好ましくないと判断される理由の場合には、オンライン授業の参加を認めません。

◆ 夏休みの課題について
Ａ組は「カミングサマー」
（１～４年国・算、５～６年国・算・理・社）
、Ｂ組は「サマー練成」
（１
～６年国語）が夏休みの宿題として配布されています。８月中に計画的に学習し、９月１日の登校日
に持参してください。

◆ 理科学習発表会の準備について
１１月の理科学習発表会の準備として夏休みにできることをしておきましょう。個人研究でもグル
ープ研究でもかまいません。興味のある理科分野のことがらを取り上げ、
「目的と仮説→実験→結果→
考察」の流れで組み立てましょう。
中学校サイエンスフェアの過去の例：
「花びらや草を用いた染色の可能性」
、
「にんじんの皮を用いた
せっけん」
、
「ガムは記憶を助けるか」
、
「保湿剤をつくる」
、
「手作りランドリー」等。

◆ 英語検定・算数検定について
２学期以降、校内で実施を予定している英語検定と算数検定は、密を避けるために受検学年を限定
することにしました。
【英語検定】 １０月２日・３日実施…４～６年、１月２２日・２３日実施…１～３年
【算数検定】 １０月１７日実施…４～６年
受検を予定していたご家庭にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ください。詳細は別紙にてお知ら
せします。
また、日本語検定と漢字検定については、現在検討中です。

◆ 夏休みコンクール案内
今夏の小学生用コンクールの中から、学校として取り上げるものを別紙「2020 年度夏休み向けコン
クールについて」で案内しております。いずれも参加は任意ですが、郵便局の「暑中見舞いはがきコ
ンクール」とファミリーマートの「ありがとう手紙コンクール」は、日本語の文章を書くための良い
動機付けにもなりますので、なるべく参加してください。また、千葉テレビの「エコ絵画コンクール」
は、創造性を育む良い機会でもありますので、子供らしい発想を絵にしてみてほしいと思います。
以下に、学校に案内が届いているその他の個人参加可能なコンクールをいくつか紹介します。
（１）石油連盟「第２２回石油の作文コンクール」締切日：10 月 9 日
検索ワード「石油の作文」https:www.paj.gr.jp/life/kids/
（２）NTT ドコモ「第１９回ドコモ未来ミュージアム」締切日：9 月 11 日

http://www/docomo-mirai.com/
（３）毎日新聞社「第９回私のアイアイメッセージコンテスト」締切日：9 月 10 日
検索ワード「アイアイメッセージ」https://aiaimessage.jp
（４）
（株）トンボ「第３５回 WE LOVE トンボ絵画コンクール」締切日：9 月 18 日
検索ワード「トンボ絵画コンクール」https://www.tombow.gr.jp
（５）三菱 UFJ 環境財団「第４５回みどりの絵コンクール」締切日：9 月 14 日
https://www.muef.or.jp/muef
（６）住宅生産団体連合会「第１６回家や町の絵本コンクール」締切日：9 月 7 日
検索ワード「住宅・住まい Web」http://www.jutaku-sumai.jp

◆ 女子パウロ会の夏休み読書案内
女子パウロ会から小学生用の夏休み読書案内が届いています。子供たちに
配布しましたので、夏休みの読書用にご参照ください。

◆ 千葉県教育委員会から家庭教育に関する情報の提供について
千葉県では、家庭教育に役立つ情報として、
「学校から発信する家庭教育支援プログラム」を配信して
います。 ＜千葉県教育委員会ホームページ＞
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shougaku/renkei/kateikyouiku/gakkoukara.html

◆ 昼食費を返金しました
６月３０日付けで４月と５月の休校期間中の昼食費を児童小遣い口座へ返金いたしました。また７月
９日付けで６月の分散登校期間中の昼食費を児童小遣い口座へ返金いたしました。ご確認ください。

◆ 全面登校開始後の昼食費返金について
全面登校開始後の昼食については、左記の「出欠の扱いについて」の（１）に記載の「保護者の判
断による長期欠席を申し出た」児童の数を除いた食数を食堂に発注しております。従って、
（１）に該
当する児童の昼食費は追って返金いたします。それ以外の児童についての返金はありません。尚、写
真撮影のために一日だけ登校した児童については、１食分だけの昼食費を申し受けます。

◆ 分散登校開始以後の車両維持費について
分散登校開始後、スクールバス自体は運行しているため、学園としての出費は変わりません。従っ
て、国のガイドラインの通り、分散登校開始後の車両維持費の返金はございませんので、ご了承くだ
さい。

◆ 御礼とお知らせ
さんより、マスクと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す。
また、私たちは、君津市の（株）サンエー（本社、横須賀市）より次亜塩素酸水
の無償給与を受けていることをお知らせいたします。子供たちが靴底の消毒をして
いるマットには、次亜塩素酸水を含ませてあります。この次亜塩素酸水は、
（株）
サンエーさんが小、中、高の分をまとめて無償で提供してくださっているものです。この場を借り、御
礼申し上げます。

◆ 仏検協会からのお願い
仏検事務局から募金のお願いが届いています。春の仏検がコロナの影響により中止となり、６千万円
の収入が途絶え、運営が困難になっているとのことです。一口３千円の寄付を呼び掛けています。
http://apefdapf.org/top_news/donation_rapport

◆ 夏休み中の事務取り扱い時間について
学園・小学校共に夏季休業に入ります。平日は９時から１５時、土曜日は９時から１２時まで、日
直の教職員が出勤しております。緊急時の連絡は、上記時間内でお願いいたします。なお、８月１３
日(木)から１９日(水)まで、学園全体が休業となります。

◆ ブティックよりお知らせ
聖マリアブティック(学園購買部)も夏季休業に入ります。営業時間は９時から１５時までとなります。
日によっては休業の場合がありますので、来校の際は必ず事前に電話でご確認ください。
２学期に入りますと、学用品の注文が増えます。品切れの場合、業者によっては取り寄せに数週間か
かることもあります。また、制服に関しては注文から納品まで 1 ヶ月かかります。学用品や冬服の確認
を夏休み中にしていただき、早めのご準備をお願いいたします。
また、購入した商品の交換は１週間以内にお願いいたします。その際は、伝票の控え（もしくはレシ
ート）をご持参ください。商品の破損、汚れ、袋やタグの欠損は交換できませんので、予めご了承くだ
さい。

聖マリアブティック(直通) TEL 0438-52-2510 FAX 0438-52-3846

◆ 定期券の購入について
夏休み中に通学定期券を購入する場合で「今年度‘初めて’購入(前年度３月以前より継続使用してい
た定期券の使用期限終了も含む)」
「利用駅変更」の際は、学校で発行した有効期限内の通学証明書が必
要となります。通学証明書の有効期限は、発行日より１ヶ月となっておりますので、夏休み中の発行に
なります。通学証明書が必要な場合は、学園事務室(管理棟１Ｆ)に来校し、直接発行するか、下記をコ
ピーして記入し、８４円切手貼付の返信用封筒を同封の上、小学校宛に郵送してください。

※太枠内を記入し、提出してください

◆ ８月・９月の予定
８

月

1日(土)～ 8日(土) オンライン授業(8:25～11:55) ※8日(土)11:45終業式
9日(日)～23日(日) 夏季休暇
24日(月)～31日(月) オンライン授業(8:25～11:55) ※24日(月)8:25始業式 ※25日(火)授業休み
９

行
1日(火)
避難訓練
委員会活動(５年生以上)
3日(木) 図書貸出開始
4日(金) 登下校班指導
5日(土)
6日(日) 休校
7日(月) 情報授業の日(３年生以上Ａ組)
8日(火) 補習・放課後遊び開始
9日(水) クラブ活動(４年生以上)
10日(木)
11日(金)
12日(土) 学校説明会（入学希望者対象）
13日(日) 休校
14日(月) 情報授業の日(３年生以上Ｂ組)
15日(火)
16日(水) 委員会活動(５年生以上)
17日(木)
18日(金)
19日(土)
20日(日) 休校
21日(月) 休校＜敬老の日＞
22日(火) 休校＜秋分の日＞
23日(水) クラブ活動(４年生以上)
24日(木)
25日(金)
26日(土)
27日(日) 休校
28日(月) 情報授業の日(３年生以上Ａ組)
29日(火)
30日(水) 委員会活動(５年生以上)
2日(水)

備 考

月

事
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＊２学期登校初日は、９月１日(火)です。通常登下校で、通常授業・給食があります。
＊２学期から水曜日の７時間目を開始する予定です。
＊２年生以上の補習・放課後遊びを９月８日(火)から開始する予定です。
（１年生は１０月
から開始予定です。
）学校行事の関係で実施しない日がありますので、上記の予定表をご
確認ください。
＊変更の可能性がありますので、ご了承ください。

