
 

 

 

 

 

 

 

Joyeux Noël! 

 
神様のみ使いがナザレの少女マリアに告げます。 

「あなたはみごもって男の子を生みます。」 

「どうしてそのようなことがありましょうか。わたしは何も知りません。」 

「これは神様の大きな、大きなお恵みです。神様のみ心です。」 

「わたしは主のはしためです。お言葉どおりこの身になりますように。」 

 

星のきれいな夜、田舎の町、ベツレヘムで男の子が生まれました。 

あっ、赤ちゃんの泣き声が響いた。 

父さんヨゼフ、母さんマリアは、ほほ笑みあった。 

誕生を手助けした人々も、ほほ笑みあった。 

静かな夜のひとときが、みんなの喜びで満たされた。 

今日、ダビデの町に救い主イエスがお生まれになった。 

主の誕生！ 

クリスマスおめでとうございます！ 

 

 

◇  1月のみことば  

 『光の子となるために、光のあるうちに、光を信じなさい。』 

“While you have the light, believe in the light, so that you may become sons of light.” 

《Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière : vous serez alors des hommes de lumière.》 

                                          （ヨハネによる福音書 １２章３６節／JOHN 12:36） 

 

◇  1月の聖歌  

 ♪『わたしは門の外に立ち』カトリック典礼聖歌集411番 

 

◇  1月の生活目標  

 『新年の目標を定め、目標に沿った学校生活を送ろう。』“Live your life following your aim for the new year.” 

 『周りの人に、心をこめてお礼を言おう。』“Let’s give thanks to everyone for everything.” 

 

◇  1月の安全目標  

 『廊下を走りません。』“Let’s not run in the corridor.”  
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◆ マラソン大会を実施しました  

１２月１１日(土)にマラソン大会を実施しました。参加した児童全員が最後まで走りきりゴールしました。 

入賞者（各６位まで）を校内の掲示板に掲示しています。 

【マラソン記録会順位】走行距離：1･2年1.5㎞、3･4年1.8㎞、5･6年2.0㎞ 

 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 

１・２年男子 2B 張鼎煒 2A 山口龍之助 2B 髙橋優斗 2A 横山士道 2B 石渡凱等 2A 高敬人 

１・２年女子 2B 浅野真優 2B 韓嘉栩 2A 岡島沙羅 2B 山田怜 2B ｴﾙｹﾋﾞｰﾙﾛｰｽﾞ 1B 朝倉花 

３・４年男子 3A 山田陽太郎 4B ﾀﾞﾝｱﾝﾄﾞﾘｭｰ 4A 児島太 4A 平岩義将 4B 鶴岡廉扇 4B 岩塚良三 

３・４年女子 4A 平井まい 4A 武田名央 3A 四十九愛夏 3A 伊賀麻智 3B 柴田和音 4A 真板璃乃 

５・６年男子 6B 安達歩希 6B 荒川慶樹 6A 礒貝明輝 5B 岡野聖輝 5B 栗原京吾 5A 児島大 

５・６年女子 6B 松村美杜 6A 鎌田舞子 6A 神谷恋瑚 5B 小野由衣翔 6A 海老原寧音 6A 花田百華 

 

 

 

 

 

◆ 安全指導・安全教育  

目下、学校は施設内の安全点検や児童の安全指導・安全教育に力を注いでいます。ご家庭におかれましても、け

がをしたり、事故に遭うことのないよう、先を見越した行動を取ることができる能力の育成にご協力をお願いいた

します。  

◆ 書き初めの出品について  

本校は、第７４回千葉県小・中・高校書初展覧会への参加はしません。代わりに、夏休みの民間の作品展へご応

募くださるようお願いいたします。 

◆ ３学期に学力テストを実施します  

１年間の学習評価として、学力テストを実施します。テストは、例年実施している「教研式標準学力検査」です。

Ａ組は全教科実施します。Ｂ組は国語のみ実施し、その他の教科は学校が作成したテスト（英語による出題）を実

施します。結果は、３学期の通知表と合わせて返却する予定です。 

 実施時期：２月８日（火）～１０日（木） 

実施教科：１～４年生・・・国語、算数  ５・６年生・・・国語、算数、理科、社会 

◆ １月の補習・放課後遊びについて  

 ３学期の補習・放課後遊びは、１月１１日(火)から開始します。裏面の月間予定表をご確認ください。 

 

 



◆ 第１５回千葉県私立小学校造形展中止のお知らせ  

 第１５回千葉県私立小学校造形展はコロナ禍のため、中止となりました。 

◆ 音楽発表会について  

２０２１年１２月１８日現在における、音楽発表会の大まかな内容をお伝えいたします。 

①２０２２年２月１９日（土）の午前を「第一部 １・２年」、「第二部 ３・４年」、「第三部 ５・６年」の

３つに分けて、２学年ごとに開催します。 

②当日の演奏は、「１クラスずつ楽器による合奏１曲」と、各部の最後に２学年合同で「歌によるフィナーレ

合唱１曲」を演奏します。「歌によるフィナーレ合唱１曲」ですが、中止の可能性もあり得る為、フランス語合

唱と同じくクラスごとであらかじめ録音し、会場内で流せるように準備します。 

③録音用全体合唱として、「歌によるフランス語合唱」をクラスごとであらかじめ録音し、音声を本番当日の

開始前後に会場内で流します。 

★感染症の影響により、場合によっては、音楽発表会における変更や中止があることをあらかじめご承知おきく

ださい。 

◆ 学用品について  

冬休み中に持ち帰りました学用品で、記名が薄くなっているものは書き直しをお願いいたします。また、持ち物

だけでなく、ベレー帽や赤白帽、セーター、ベストなどにも必ず記名をしてください。名無しの落とし物がたくさ

ん届いています。 

 ロッカーのお道具箱、引き出しの青いケースは２学期末には持ち帰りません。壊れていたり、再注文が必要な児

童には学校で購入いたしますので、ご了承ください。 

のり、はさみ、セロハンテープ、色鉛筆など、学年ごとに必要なものを補充してください。 

◆ 自家用車で来校される際のお願い  

 バスロータリーは一般車両の入場を禁止しています。スクールバスが入場できなくなり、立ち往生してしまい

ますので、バスロータリーへの入場や入口付近に駐停車されませんよう、お願いいたします。また、駐車場で児

童と合流されましたら、速やかにご帰宅ください。駐車場内で児童が残って遊んだりする様子があり、大変危険

です。 

◆ 冬季休業中の問い合わせについて  

 １２月２９日(水)～１月３日(月)は学園全体が冬季休業となります。また、主日以外の守るべき祝日として、１

２月２４日(金)・２５日(土)は小学校は閉鎖します。お問い合わせの際は、前記以外の日にお願いいたします。 

◆ 聖マリアブティックより  

冬休み期間中は９：００～１５：００の営業となります。 

学校休業日１２月２９日（水）～１月３日（月）はブティックも休業ですのでご了承ください。 

◆ 証明書の発行について  

 成績や在籍に関する証明書の発行は１２月２４日（金）～１月５日(水)の間はできません。必要な場合は、余裕

をもって申請してくださるようお願いいたします。 

◆ 人事異動のお知らせ  

 教員の異動について、以下の通りお知らせします。 

 ・Ａ組１～４年生の英語担当教員Ruffa Pioquinto先生が退職されます。 

・Ａ組１～４年生の英語担当教員Sheka Placido先生が３学期より着任します。 

 



◆ １月の予定  

 

行       事 
スクールバス 

発車時間 

補習／

放課後 

冬季休暇 ２０２２年１月６日(木)まで 

7日(金) 始業式                ※通常授業・通常登下校 14:45 － 

8日(土) 登下校指導③ 13:55 － 

9日(日) 休校   

10日(月) 休校＜成人の日＞   

11日(火) 
補習・放課後遊び開始 

図書貸出開始 
14:45 ○ 

12日(水) クラブ活動（４年生以上） 15:35 － 

13日(木)  14:45 ○ 

14日(金)  14:45 ○ 

15日(土) 英語検定③ 13:55 － 

16日(日) 休校   

17日(月) 情報授業の日（３年生以上Ａ組） 14:45 － 

18日(火)  14:45 ○ 

19日(水) 委員会活動（５年生以上） 15:35 － 

20日(木)  14:45 ○ 

21日(金)  14:45 ○ 

22日(土)  13:55 － 

23日(日) 休校   

24日(月) 情報授業の日（３年生以上Ｂ組） 14:45 － 

25日(火)  14:45 ○ 

26日(水) クラブ活動（４年生以上） 15:35 － 

27日(木)  14:45 ○ 

28日(金)  14:45 ○ 

29日(土) 漢字検定② 13:55 － 

30日(日) 休校   

31日(月) 情報授業の日（３年生以上Ａ組） 14:45 － 

備考 
※ ３学期の補習・放課後遊びは１月１１日(火)から開始します。 

※ 例年開催しているスペリングビーコンテストについては別途ご案内いたします。 

 


