
 

あめのきさき
私は病気をしました。偶然に皆様の中のお一人のお父様が主治医で、治療していただき、よみがえってきま

した。

全世界のカトリック信者がフランスの有名なルールドという所へ参って、病気をしている方々が集まって、

お祈りをして、マリア様に平和を与えてくださいとお願いをする月が５月です。皆さんは今しがた「マリアさ

まのこころ」の歌を聞きましたね。マリア様の心は青空、山百合、サファイア、美しいです。マリア様はキリ

ストのお母様としてとても良い方ですが、あなたがたのお母様も良い方です。必要なものがある時に、お母様

を通してお父様にお願いすることもあるよね。お父様は、厳しい。お母様は優しい。私たちの願いを聞いてく

ださるマリア様は全ての恩寵のお母様であり、私たちの第二の保護者です。私たちも、神様にお願いをすると

きに、マリア様にお願いをします。特に、今は、コロナで苦しんでいる方々がいます。今日は、マリア様を通

して、キリスト様がこの地球上に平和を与えてくださるように、コロナがこの地球上からなくなるように、病

気をしている人、食べるものがない人、色々な悩みで苦しんでいる人、そういう方々のために、私たちは、手

を合わせて、ここに集まって、助けてください、光を与えてくださいとお祈りをします。

聖母祭というのはみなさんにとってとても価値のあるものだと思います。キリスト様はおっしゃいました。

ここに集まっている皆様が一緒にお祈りすれば、神様は必ず希望を聞いてあげるとおっしゃいました。１時間

ここで過ごすことはとても意味があります。聖母祭を迎えられて、私も幸いです。準備してくださった全ての

方々に感謝しながら、５月を終え、６月を迎えます。

（5.26聖母祭 校長先生のお話） 

◇ ６月のみことば

『わたしの言葉にとどまるならば、あなたたちは本当にわたしの弟子である。 

あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする』 

『If you abide in My word, you are My disciples indeed. And you shall know the truth,  
and the truth shall make you free.』 

『Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ;  
alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.』 

（ヨハネ 8-31～32／JOHN 8:31,32）

◇ ６月の聖歌

『ごらんよ空の鳥』－「カトリック典礼聖歌391番」 

◇ ６月の生活目標

『健康でさわやかな生活を送りましょう。』 『Live a healthy life.』
『身の回りの整理整頓をしよう。』 『Keep your area clean.』

◇ ６月の安全目標

『駅のホームで遊んだり、騒がしくしません。』“Let’s not play or be noisy on the platform of the station.”
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暁星国際小学校 教務部 ◆ 陸上競技記録会に参加しました

今年度の陸上競技記録会が開催されました。 

 昨年度は、コロナウィルスの影響で中止となりましたが、今年は、無観客などの対策をとりながら、開催す

ることができました。本校、６年Ａ組の さんと さんが代表して選手宣誓を行いました。また、

６年Ｂ組の くんが男子１０００mで５２人中２位に入りました。他の児童も練習を重ねて力を出しき

り頑張りました。 

◆ 英語検定について

英語検定を２２日（土）に実施しました。受検者数は、 

１１７名です。５級：３２名、４級２３名、３級：２４名、準２級：２０名、２級：１８名です。英語

検定の一次、二次の合否通知および二次の受験票は、英語検定協会よりご自宅に直接郵送されます。一

次の合否通知到着予定日は、６月２２日（火）です。二次試験実施日は、７月４日（日）で一次試験の

志願表に記入した場所で受験してください。 

二次の合否通知到着予定日は、７月２０日（火）です。引き続き火曜、木曜に英検対策補習を行いま

すので、可能な方は是非ご参加ください。 

◆ 聖母祭

５月２６日（水）に聖母祭を行いました。昨年はコロナ禍のため実施できなかったことから、１年生

だけでなく、２年生にとっても初めての学校行事になりました。今年も依然としてコロナ禍であるため、

聖歌を歌うことはできませんでしたが、音楽部の児童たちがハンドベルでとても上手に聖歌を演奏して

くれました。以下が今年の式次第でした。 

1. 入祭の歌「マリアさまのこころ」 2. 入祭のことば

3. 福音書朗読 ルカによる福音1:26-38 4. 説教

5. 奉納「お祈りカード」 6. ロザリオの祈り

7. 閉祭のことば 8. 閉祭の歌「あめのきさき」

カトリック教会は５月を「聖母の月」とし、人類を救われるイエスキリストのそばで尽くしておられ

る聖母マリアに心を合わせて祈ります。今年は女子パウロ会のシスターたちが、ゴールデンウィークを

返上して、大急ぎで私たちのために330個のミニロザリオを作ってくださいました。田川神父様に聖水

で祝別していただいた後、児童たちに配布し、皆でロザリオの祈りを唱えました。子供たちのお祈りは

種目 代表児童

６年男子１０００ｍ ６年Ｂ組 

６年女子８００ｍ ６年Ａ組  

６年男子１００ｍ
６年Ａ組  

６年Ｂ組 

６年女子１００ｍ
６年Ａ組  

６年Ｂ組 

５年男子１００ｍ
５年Ａ組  

５年Ｂ組  

５年女子１００ｍ ５年Ｂ組 



とても立派でした。入院していた田川先生が戻られたことやロザリオが間に合ったこと、児童たちがお

祈りを覚えてくれたこと、先生方がよく準備してくれたことなど、神様のお恵みをたくさんいただいて

の今年のマリア祭でした。助けてくれた全員に感謝申し上げます。 

ロザリオの祈りは、ルールドやファティマにマリアさまがご出現なさったときにすすめられたお祈り

です。子供たちは、天使祝詞を一輪のバラとみなし、一連、10回の天使祝詞を唱えました。マリアさま

は、子供たちが奉納したカードのお祈りに心を留め、わたしたちがイエスさまのみ言葉に従って生きる

ことができるよう、お守りくださることでしょう。 

◆  ６月１日（火）より夏服に衣替えとなります  

 夏服のスカートとズボンはグレーになります。靴下の色は白です。帽子は白ピケ帽です。 

ブラウスは半袖でも長袖でも構いません。スモックも夏用になります。 

◆  個別面談週間が始まります  

 ６月１９日(土)から個別面談週間が始まります。希望調査の締切日は３１日(月)です。 

 来校される場合、以下の内容をご承知おきください。 

 ・外靴は靴袋に入れて、お子様のクラスの靴箱の上に置いてください。 

・原則として各教室で行いますが、場合によっては面談室・特別教室を使用いたします。 

・面談で来校の際は面談用受付簿に名前を書かれた後、教室へ直接お越しください。 

・放課後の面談等で児童の下校方法が変更になる場合は、必ず連絡帳でお知らせいただき、お子様ともご

確認ください。待機場所は設けませんので予めご了承ください。 

◆  後援会総会（学園総会）・授業参観中止のお知らせ  

 ６月２６日(土)に予定していた後援会総会・授業参観が感染防止の為、中止となりました。後援会中止にあ

たりお手紙を６月５日に児童へ配布予定でおります。お手元に届きましたらご確認をお願いいたします。授業

参観中止のお知らせは、１５日に配布した個別面談のお手紙に記載しておりますのでご確認ください。 

後援会の役員については、学園全体で適任の方を各クラス２、３名にお願いしております。学校側と後援会

総務で相談し、学校長からの任命となります。学校側からの要請があった場合に協力していただいております。

公立のPTAやクラス役員とは異なります。そのため、任期についても在学中特にお断りの申し出がない限り、

継続をお願いしております。いつもご協力をいただき、ありがとうございます。 

◆  聖マリアブティックよりお知らせ  

 店内は感染予防のため入店人数を2組までに限らせていただいています。ご協力お願いいたします。

また、中高の中間休暇に合わせて６月１４日（月）～６月１７日（木）まで休業となりますのでご注意

ください。ブティックの営業時間は、８時３０分から１７時（平日）、８時３０分から１４時（土曜）になり

ます。 

◆  下校時刻・放課後遊びをご確認ください  

 中高の中間休暇や後援会総会(授業参観)、個別面談週間などで、下校時刻の変更や放課後遊び・補習の中止

などがあります。必ず下校時刻と下校方法をご確認いただき、お間違えないようお願いいたします。 

 雨天時、放課後遊びはありませんので、その際の下校方法についてもご確認ください。 

◆ 児童募集の為の小学校パンフレットを作成しました  

 より多くの方々に本校を知っていただくために、小学校パンフレットを作成しました。保護者の皆様を通じ

て、お知り合いの方に配布していただける場合は、小学校受付にお声掛けください。また、お子様に持たせる

ことも可能ですので、冊数を連絡帳にてお知らせください。尚、今年度もCOVID-19により、塾主催の私立小

学校情報フェアは実施されません。 

◆ お小遣い口座への入金について  

 今年度の英語の教材費の引き落としを５月末に行います。引き落とし額は、Ａ組 8,500 円～21,000 円、

Ｂ組19,500円～33,600円を予定しております。毎月、お小遣い口座の明細書を郵送しておりますので、ご

確認いただき、残高が不足しないようお気を付けください。残高不足の場合は、学校行事への参加や各種

検定試験の受験、ブティックでの学用品の購入ができなくなる場合がございます。 

振込は、＜三菱ＵＦＪ銀行 木更津支店（普）０２７９１２１＞ もしくは 

＜千葉銀行 木更津支店（普）１１０００２９＞ にお願いいたします。 

◆ ６月の予定  

 
行       事 

スクールバス

発車時間 

補習／

放課後 

1日(火) 衣替え 14:45 ○ 

2日(水) 委員会活動の日(５年生以上) 15:35 － 

3日(木)  14:45 ○ 

4日(金) ６年生遠足 目的地：東京ディズニーランド 14:45 ○ 

5日(土) ３年生授業参観・保護者会 13:55 － 

6日(日) 休校   

7日(月) 情報授業の日(３年生以上Ｂ組) 14:45 － 

8日(火) ５年Ａ組遠足 目的地：東京ディズニーランド 14:45 ○ 

9日(水) クラブ活動の日(４年生以上) 15:35 － 

10日(木) ３、４年生遠足 目的地：鴨川シーワールド 14:45 ○ 

11日(金) 漢字検定① 14:45 ○ 

12日(土) 日本語検定 13:55 － 

13日(日) 休校   

14日(月) 情報授業の日(３年生以上Ａ組) 14:45 － 

15日(火) 休校＜千葉県民の日＞   

16日(水) 委員会活動の日(５年生以上) 15:35 － 

17日(木) １、２年生遠足 目的地：鴨川シーワールド 14:45 － 

18日(金)  14:45 － 

19日(土) 保護者個別面談週間開始(７月３日迄)   ※午前授業、給食後下校 12:45 － 

20日(日) 休校   

21日(月) 情報授業の日(３年生以上Ｂ組) 14:45 － 

22日(火)  14:45 － 

23日(水) クラブ活動の日(４年生以上) 15:35 － 

24日(木)  14:45 － 

25日(金)  14:45 － 

26日(土)  ※午前授業、給食後下校 12:45 － 

27日(日) 休校   

28日(月) 情報授業の日(３年生以上Ａ組) 14:45 － 

29日(火)  14:45 － 

30日(水) 委員会活動の日(５年生以上) 15:35 － 

備考 
※中高中間休暇(１３日～１７日)と個別面談週間(１９日～７月３日)のため、放課後遊

び・補習を実施しない日がありますので、ご注意ください。 

 




