
 

 

 

 

 

 
１学期の終わりにあたって 

 

１学期が終わります。今学期には皆さんにロザリオが配られましたね。きょうもロザリオのお話を少し

します。 

ポルトガルのリスボンの北にファティマという町があります。そこの牧場でルシア、フランシスコ、ジ

ャシンタという３人の子供が羊の番をしていました。第一次世界大戦の時、マリア様がこの３人の少年少

女の前に現れたのです。そして、戦争が早く終わるように、ロザリオを通してお祈りをしなさいと言いま

した。悪い人がこの地球上にはたくさんいるけれど、そういう人達が立派になれるようにお祈りをしなさ

いと言いました。現在、ファティマには、聖母の教会があります。 

皆さんもロザリオを持って、アヴェ・マリアと呼ぶだけでもお祈りになりますので唱えてください。今

は、コロナでたくさんの人が苦しんでいます。マリア様を通して、キリスト様にお祈りをしてください。 

後の一学期が平和に終わり、楽しい夏休みを迎えてください。そして先生方に感謝をしながら一学期

を終えてください。                              
（7.12 校長室にて） 

 

 

◇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） 

◇９月の聖歌    『アーメンハレルヤ』 

◇９月の生活目標  『身だしなみを整えましょう』『Let's make ourselves presentable.』 

          『規則正しい学校生活を送ろう』『Let's maintain our daily routines.』 

◇９月の安全目標   『いつもマスクを着けていよう。』『Let’s always wear a mask.』 
 
◆ 通知表について  

通知表は、児童の学校での生活、学習及び種々の活動の様子をご家庭へお知らせする目的を持っていま

す。そして、児童のその後の学校及び家庭での指導に役立て、児童の学習意欲と活動意欲を向上させること

をねらいとしています。 

 １年生は全教科３段階評価になります。２年生以上の評価の内容は、〔Ｂ（できる）〕をより具体的にお知

らせするため５段階評価になります。但し、２年生の生活、２～６年生の体育・図工・音楽については、３

段階評価になります。絶対評価を基本としていますが、相対評価の部分も含まれます。 

 評価は、児童の学習活動の足跡です。あくまでも学習状況やその他の活動、態度と目標への到達度、テス

トや提出物の有無などによって総合的に評価をします。また、通知表と一緒に体力テストの結果を同封し

ましたので、ご確認ください。 
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◆ 学園祭について  

 ９月１８日(土)、１９日(日)に学園祭があります。ただし、感染症による社会情勢を鑑みて、延期もしく

は中止の可能性もございます。 

◆ ９月２５日(土)は運動会です  

 ９月２５日(土)は運動会です。運動会終了後、１２：４５に下校となります。 
詳細は、２学期始めに配布いたします。 
・感染症予防対策として、実施時間を短縮します。また、ご来校いただけるのは、第１学年と第６学年の

保護者のみとさせていただきます。 
 ・児童は、運動会終了後、教室で給食を食べてから下校します。ご家庭で昼食の準備をしていただく必要

はありません。 
・２５日(土)に運動会が実施できない場合は、当日の朝５：３０に一斉メール配信サービスにてお知らせ

します。この日に運動会を実施しない場合は、通常授業を行い、給食後、１３：５５に下校します。 
・２５日(土)に実施できない場合は、２６日(日)に延期します。２６日(日)に実施した場合、下校時刻は給

食後、１２：４５になります。 
◆ 理科学習発表会に向けた夏休み中の取り組みについて  

 夏休み中、理科学習発表に向けて課題を設定し、観察や実験、記録をとることを予定している児童もいる

と思われます。学校全体の夏休み課題として、自由研究または工作どちらか１点の提出が課されますが、理

科の分野で自由研究に取り組んだ際、研究に用いた結果や記録を 11 月の理科学習発表会に向けた取り組み

に活用することができます。 
●夏休みの自由研究と理科学習発表会、全く同じ内容の発表はできません。 
●夏休みの自由研究をもとに、応用実験や追加で記録を取り続けたことを理科学習発表会の制作に利用し、

発表することは可能です。 
●理科学習発表会は、今年度も各児童の研究ポスターを廊下に貼り、全児童が見て歩くことを予定してお

ります。 
●２学期に入り、各学級にて発表に向けた指導が始まります。 
●研究テーマは、各自、自由に設定できます。 

◆ 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。（８月１３日(金)～１６日(月)、日曜祝祭日を除く）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(金)～１６日(月)は学園全体が休業となります。 

◆ 聖マリア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  



◆ ６年生の林間学校及び修学旅行について  

昨年度の修学旅行が実施できなかったことから、今年度は実施の方向で計画し、申し込みをしましたが、

今般の新型コロナウィルス感染症の感染状況およびデルタ株の広がりから、実施が困難であると判断し、

１０月予定の修学旅行を中止とし、昨年同様、代替旅行としてディズニーリゾートに日帰りで赴くことと

しましたので、お知らせします。また、それに伴い、９月に予定されていた６年生の林間学校も９月４日

（土）に日帰りで実施することになりました。ご承知おきください。 

◆ 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、「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。 
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尚、前号でお知らせの通り、小学校児童の夏休み自由研究を小学校校舎にて展示します。１人１点（工

作、手芸、自由研究、絵画、書道、作文等）提出できるように準備をお願いいたします。 

◆ 保護者の皆様へのお願い  

夏休み中にお子様がPCR検査を受けることがありましたら、県への報告義務がございますので、必

ず学校にお知らせくださるよう、お願いいたします。 

◆ ９月の予定  

 

 
行       事 

スクールバ

ス発車時間 

補習／

放課後 

1日(水) 始業式（通常授業・給食あり）／クラブ活動(４年生以上) 15:35 － 

2日(木) 避難訓練② 14:45 － 

3日(金) 図書貸出開始 14:45 － 

4日(土) ６年林間学校（日帰り） 13:55 － 

5日(日) 休校   

6日(月) 登下校班指導②／情報授業の日(３年生以上 Ａ組) 14:45 － 

7日(火) ２学期補習・放課後遊び開始（２年生以上） 14:45 〇 

8日(水) 委員会活動(５年生以上) 15:35 － 

9日(木)  14:45 〇 

10日(金)  14:45 〇 

11日(土) 学校Web説明会（入学希望者対象） 13:55 － 

12日(日) 休校   

13日(月) 情報授業の日(３年生以上 Ｂ組) 14:45 － 

14日(火)  14:45 〇 

15日(水) クラブ活動(４年生以上) 15:35 － 

16日(木)  14:45 〇 

17日(金)  14:45 〇 

18日(土)  13:55 － 

19日(日) 休校   

20日(月) 休校＜敬老の日＞   

21日(火)  14:45 〇 

22日(水) 委員会活動(５年生以上)／運動会予行練習 15:35 － 

23日(木) 休校＜秋分の日＞   

24日(金) 運動会準備 12:45 － 

25日(土) 運動会 

＜給食後＞ 

12:45 
＜延期時＞ 
13：55 

－ 

26日(日) 運動会予備日①   

27日(月) 情報授業の日(３年生以上 Ａ組) 14:45 － 

28日(火)  14:45 〇 

29日(水) クラブ活動(４年生以上) 15:35 － 

30日(木) ＜○保３Ｄスコリオ検査／５年生＞ 14:45 〇 

備 考 

＊２学期始業式は、９月１日(水)です。通常登下校で、通常授業・給食があります。 

＊９月２５日(土)は運動会です。 

＊２年生以上の補習・放課後遊び開始は９月７日(火)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。 

＊１年生の補習・放課後遊びの開始は、１０月８日(金)を予定しております。 


