
 

ロザリオの月、10月 
 

 

 

 

 

暁星国際小学校の児童の皆さん、保護者の方々、２学期が始まり、９月が終えようとしています。カトリック

の教会では、１０月というのは、ロザリオの月です。５月の聖母月にロザリオが配られましたよね。全世界でお

祝い、お祈りをする月です。平和の月でもあり、現在は、コロナ禍で毎日厳しい生活を送っています。神様が与

えた苦しみ、試みに向かって私達は闘います。キリスト様のお母様であるマリア様にもう一度、この地球上から

コロナがなくなりますように、世界中の方々をお守りくださいとお祈りをします。 

フランス語でmédaille miraculeuseという言葉があります。日本語で「不思議のメダイ」と言います。皆さん

に配られたロザリオについているおメダイは「不思議のメダイ」です。私は幼少期の時に両親からもらい、外出

する時は、どんな時でもケガがないように「不思議のメダイ」を必ず持っていました。私がヨーロッパにいる時

は戦争の時でした。兵士達は、親から不思議のメダイを受け取り、それを胸につけて戦争に行きました。戦争は、

お互いが戦い合い、悲しいことばかりですが、不思議なことに、「不思議のメダイ」を持っていた兵士が大砲を

躱（かわ）し、助かった例もあります。「不思議のメダイ」は、戦争だけでなく、嵐の時も人々を救ったことが

あります。「不思議のメダイ」によって色々な奇跡的な出来事がありました。病気の方々が、「不思議のメダイ」

をいただき、アヴェマリアのお祈りを唱えながらよくなった例もたくさんあります。世界には、色々な人がいま

す。例えば、住まいがない人、食べるものがない人、こういう方々にロザリオのお祈りを通して、「不思議のメ

ダイ」を通して、守ってくださるようにマリア様にお祈りをします。毎日ロザリオを一連、一本と唱えてみまし

ょう。アヴェマリアと唱えながら、マリア様を通して、天のお父様、キリスト様のお母様が守ってくださるよう

に、平和がくるように、美しい日本を与えてくださるように、とお祈りをします。 

 

★１０月のみことば  

『一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが、死ねば、多くの実を結ぶ。』 

“Unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone; but if it dies, it produces much grain.” 

《Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruits.》 

（ヨハネ １２章２４節／JOHN 12:24） 

 

◇１０月の聖歌 

『ガリラヤの風かおる丘で』“On the Hill of Galilee” 

 

◇１０月の生活目標  

『登下校の決まりを守って、安全に登下校しよう。』 

“Remember the rules when coming and going to school.” 

 

◇１０月の安全目標 

 『バスの中では、おしゃべりをしません。』 

 “Let’s keep silent on the bus.” 

暁星国際小学校通信 
2021年9月25日 

令和3年度 No.7 

暁星国際小学校 教務部 



◆ １０月からの授業形態について  

 ９月１５日（水）から３０日（木）までの非常事態宣言期間中の授業を登校による授業もしくは、オンライン

による授業の選択制としてきました。これをさらに延長し、１０月１日以降も継続して参ります。今後、授業形

態に変更がある場合には、改めてお知らせいたします。１日からの選択方式に変更がある場合のみ担任へご連絡

ください。お伝えしてありますように、日によってオンライン授業に参加したり、登校したりする混合型は生活指導

の観点から今後も認められません。 ご理解、ご協力をお願いいたします。 

◆ １０月から冬服に衣替えです  

１０月から冬服になります。ブレザー、紺ハイソックス、ベレー帽を着用の上、男子は、紺ズボン、女子は、

紺スカート着用です。１日(金)～１６日(土)は、ブレザーを着用してもしなくてもどちらでも構いません。その

日の気温をみて、各家庭で調整をしてください。そして、１８日(月)からは、全員ブレザーを着用して、登校し

てください。また、帽子を被らずに登校する児童が見られますので、必ず着用させてください。スモックも冬用

(長袖)になります。ボタンや名札を確認してください。 

◆ １０月２３日(土)は運動会です  

 １０月２３日(土)は運動会です。運動会についての詳細は、現在検討中です。 

・今年度も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１２：４５に下校します。ご家庭で昼食の準備をしていた

だく必要はありません。 

・２３日(土)に運動会が実施できない場合は、２４日(日)に順延とし、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。２３日(土)に運動会を実施しない場合は、通常授業を行い、給食後下校(１３：

００)になります。 

・予備日の２４日(日)に実施できない場合は、３１日(日)に延期します。給食後下校(１２：４５)になります。 

・当日は、制服で登校し、体操服に着替えます。運動会では白ソックスを着用します。登校時のソックスの

色が異なりますので、ご注意ください。忘れてしまった場合は、ブティックで購入させていただきます。 

・今年度も保護者用のスクールバスは運行しません。また、保護者の方は児童用のスクールバスは利用できま

せんので、ご了承ください。 

・お子様と下校方法の確認をお願いします。通常と異なる場合は、連絡帳にて担任までお知らせください。 

・自家用車の駐停車場所について、ルールとマナーを守っていただきますよう、お願いいたします。小学校の

校庭も開放しております。 

・学年ごとに使用する用具は、お小遣い口座より購入しております。持ち帰った場合は記名をしてください。 

また、応援団、リレー等で使用したハチマキは学校の備品ですので、洗濯とアイロンをお願いいたします。

１０月３０日(土)までに各担任へ返却してください。 

◆ ハロウィーンについて  

１０月３０日(土)に、Ａ組は英語の授業、Ｂ組は各クラスの授業の中でハロウィーンを実施します。 

今年度は、感染症予防の為、飲食を禁止とさせていただきます。コスチュームについては全学年（Ａ組Ｂ組と

も）、お子様が自分で着脱できる物を用意してください。ただし、肌の露出が多い衣装や、大きな小物類の持参

は控えてください。用意する際は、ご家庭で工夫していただき、負担のないようお願いいたします。後日フォト

クリエイトから写真販売があります。６年生は卒業アルバム用に撮影をします。衣装忘れがないようにしてくだ

さい。 

◆ サブバッグ・ベルト・レッスンバッグについて  

・聖マリアブティックにて黒いサブバッグを販売しています。原則として４年生以上の児童が使用可能です。（シ



ョルダーバッグを使用し続けてもかまいません。低学年は、ショルダーバッグを使

用した上で、且つ、荷物が入りきらない場合のみ使用を認めています。） 

・男子の制服ズボンについて、ベルト着用は、原則、５年生以上に許可しています。 

また、ベルトは校章入りのスクールベルトのみ許可しています。 

・学校保管用のレッスンバッグは、児童会より１人１個ずつお渡ししています。 

ファイル保管や移動教室で使用するため、常に机の右側にかけておくように指導

しています。紛失や破損してしまった場合には、ブティックで購入できますので、

伝票にてご注文ください。 

 

◆ 聖マリアブティックからのお知らせ  

・ジャージ販売の手紙を配布しました。ご注文の際は、１０月１６日(土)までに小遣い伝票を提出してください。 

・冬服の衣替えが近づきました。制服の製作は１か月かかりますので、お早めにご準備ください。 

・ご購入の商品のサイズが分からない場合は、ブティックにて保護者の方と試着をお願いいたします。できない

場合は、小学校でも試着は可能です。ただし、いくつかの商品を持ち帰り、自宅で試着するということはでき

ません。商品管理の都合上、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

・ランドセルを修理に出す際は、修理箇所を記した小遣い伝票を一緒に提出してください。 

◆ 校外学習延期のお知らせ  

 １０月２７日(水)に実施を予定していた、第１～５学年の校外学習については、目的地の受け入れ状況や活動

目的を精査しつつ、直前まで検討を重ねて参りましたが、日程を延期することといたしました。予定していた日

程である、１０月２７日(水)は通常授業とします。また、延期する日程は２０２２年３月 1日(火)を予定してい

ます。 

◆ ６年生修学旅行代替行事延期のお知らせ  

 １０月２１日（木）に予定していた代替行事（東京ディズニーシー）は、２月末から３月に延期いたします。 

◆ 教育相談のお知らせ  

６年生を対象に、今後の進路等を含めた教育相談をお受けします。希望される方は、担任までご連絡ください。

日時等は電話にて連絡いたします。 

◆ フランス語検定  

実用フランス語技能検定試験（仏検）の２０２１年度秋季試験は、受験者数が１０名を超えましたので、本

校を準会場として実施できることになりました。アンケートの回答票を提出された児童には、願書と願書の記

入方法についての案内を渡してあります。１０月６日（水）までに願書と受験料額を記載した小遣い伝票をご

提出ください。受験料は個人で振り込まないでください。他に受験希望者がおりましたら、職員室まで願書を

取りに来てください。また、仏検直前補習については、追ってご案内いたします。 

◆ 内部進学中高生とのZoomによる語らい  

１１月２３日（祝日）に内部進学をした各コースの中・高生との Zoomを用いた交流会を開きます。中高での

学習や部活等の学校生活、進路などについて質問することができますので、親子で参加されてはいかがでしょ

うか。詳細は、追ってご案内いたします。 

 

 

 

 

サブバッグ【5,500円】 



◆ １０月の予定   
 
 
 

行       事 
スクールバス
発車時間 

補習／
放課後 

1日(金) 衣替え（～１６日まで移行期間） 14：45 ― 

2日(土) 英語検定②                    卒業生子女枠特別推薦入試 
＜給食後＞ 

12：00 
― 

3日(日) 休校   

4日(月) 情報授業の日（３年生以上Ｂ組） 14：45 ― 

5日(火)  14：45 ― 

6日(水)  14：45 ― 

7日(木)  14：45 ― 

8日(金)  14：45 ― 

9日(土) 休校＜第1回入学試験＞                 ＜私学振興大会＞   

10日(日) 休校   

11日(月) 情報授業の日（３年生以上Ａ組） 14：45 ― 

12日(火)  14：45 ― 

13日(水)  14：45 ― 

14日(木)  14：45 ― 

15日(金)  14：45 ― 

16日(土) 算数検定 13：00 ― 

17日(日) 休校   

18日(月) 情報授業の日（３年生以上Ｂ組） 14：45 ― 

19日(火)  14：45 ― 

20日(水) 運動会予行練習 14：45 ― 

21日(木)  14：45 ― 

22日(金) 運動会準備 
＜給食後＞ 

12：45 
― 

23日(土) 運動会 

＜給食後＞ 
12：45 

＜運動会延期時＞ 

＜給食後＞ 

13：00 

― 

24日(日) 
休校 
運動会予備日① 

＜運動会実施時＞ 

＜給食後＞ 
12：45 

― 

25日(月) 情報授業の日（３年生以上Ａ組）／２４日（日）に運動会実施の場合、休校 14：45 ― 

26日(火)  14：45 ― 

27日(水)  14：45 ― 

28日(木)  14：45 ― 

29日(金)  14：45 ― 

30日(土) ハロウィーン 13：00 ― 

31日(日) 休校／運動会予備日②   

備  考 

※引き続き委員会活動とクラブ活動を中止します。委員会活動については必要に応じて指導の場を設け
ます。 
※引き続き補習・放課後遊びを中止します。 
※２日（土）は、入試の為、１２：００下校になります。 
※３０日（土）のハロウィーンは、飲食禁止とし実施いたします。 

 


