
 

 

 

 

 

 

待降節を迎えるにあたって  
暦の最後の月に入ろうとしています。キリスト様は、３年間神様の言葉を述べ伝える生活をして、１２人の弟子

たちを選び、世界の隅々に送り、神様の教えを述べ伝え、教会をつくりました。私がアフリカのサハラ砂漠に行っ

たときのお話をします。全世界から集まったシスターたちが修道院をつくり、お墓参りをしていました。ミッシェ

ルフーコー神父の言葉だったと思いますが、そのお墓にはこう書いてありました。「この地球が回転し続ける限り、

神様の福音を述べ伝えます。この砂漠のど真ん中に葬られて、眠りながら、全世界に神様の教えを述べ伝えます」

と。 

キリスト様は、こうおっしゃられました。「人類が地球上に生き続けている間、私は王様である。でも私の王国

とは、天の空に輝く王国である。地球は、いずれ終わると神様は私に教えてくださるが、いつ終わるかはわかりま

せん」と。地球が終わるときにキリスト様が天からこの地球上に天使たちを引き連れてやってくる。この地球上に

生きた人々が復活し、神様の公審判を受ける。聖書の黙示録の中でこのように予言しています。ケデロンの谷に全

人類を集めて公審判を開くのです。 

いよいよクリスマスのシーズンになります。世界で明かりが灯されます。私がスイスの大学にいた４年間、この

季節には朝から馬車がメロディを流し、子どもたちに挨拶をし、讃美歌を歌ってくれていたことをよく覚えていま

す。お父様、お母様は、プレゼントを用意してお祝いしてくれますよね。皆さんはこの地球上に生まれました。キ

リスト様も、このクリスマスに生まれました。待降節とは、キリスト様が生まれる準備に入ることをいいます。キ

リスト様が生まれた場所は、イスラエルのベツレヘムという場所です。 

なぜはるか昔に誕生したキリスト様をお祝いするのですか。とても偉い方だからです。偉い方はたくさんいます

が、キリスト様は、わたしたちに天国の門を開いてくださり、救ってくれたのです。この地球上で命が尽きた時に、

キリストの王国の一人の市民として全人類が一つに集まって王国をつくります。その王様がキリスト様なのです。 

◇ １２月のみことば  

 『キリストの平和があなたがたの心を支配するようにしなさい。』 

 “And let the peace of God rule in your hearts.” 

 《Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos coeurs.》 

(コロサイの信徒への手紙 ３章１５節／COLOSSIANS 3:15） 

◇ １２月の聖歌  

『きたれ友よ（アデステ）』  “Adeste Fideles” 

『しずけき』 “Silent Night” 

 

◇ １２月の生活目標  

『学校全体で助けあいの心を育み、親切な行いをしよう。』 

“Let’s help and be kind to each other.” 

≪Soyez gentils de vous aider les uns les autres!≫ 
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◇ １２月の安全目標  

『先を予測した行動を心がけ、身の安全を守ろう。』 

“Foresee what will happen to keep yourself safe.” 

◆ 運動会が無事に終了しました  

今年度もコロナ禍の中、運動会を無事に開催することができました。 

児童たちは、練習が満足にできない中で、協力をして、自主的に練習から取り組み、本番当日も力を出し切りま

した。保護者の皆さまには、会場で児童の頑張る姿をお見せできなかったことが残念でしたが、ご家庭で毎日サポ

ートしていただいたことに、感謝いたします。また、運動会の様子を収録したＤＶＤを作成し、２学期末に全ご家

庭にお渡しできるように準備しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 赤い羽根共同募金にご協力いただきありがとうございました  

児童や保護者の皆様に募金していただきました１４,８８５円を千葉県共同募金会 

木更津市支会に寄付いたしました。ご協力ありがとうございました。 

◆ ３学期実施の検定について  

 以下のとおり、３学期に検定を実施します。 

英語検定と漢字検定の申込用紙はすでに配布しております。英語検定と漢字検定の本会場での申し込みの締め切

りは、１２月１日(水)です。受検を希望する児童は、必要事項を記入した申込用紙を担任まで提出してください。 

検定名 級 実施日 申込締切 

英語検定 
４級・５級 

２級・準２級・３級 
２０２２年１月１５日(土) 

１２月１日(水) 

漢字検定 ２級～１０級 ２０２２年１月２９日(土) 

◆ 大そうじを行います  

１２月１７日(金)５・６校時に大掃除を行います。今学期も保護者の皆様へお手伝いをお願いせずに、児童と教

職員で行います。児童の服装は、体操服です。ぞうきんの持参をお願いします。必要な児童には、ゴム手袋の持参

もお願いします。なお、忘れた児童への貸し出しはいたしません。 

◆ １２月からのクラブ活動・委員会活動・補習・放課後遊びについて   

 １２月１日(水)から７校時を再開して、クラブ活動(４年生以上)と委員会活動(５年生以上)を行います。下校時

刻は、全学年１５：３５になります。また、土曜日５校時の授業も再開し、補習・放課後遊びも再開します。担任

による補習と英検補習のみとさせていただきます。予定は、１２月２日(木)、３日(金)です。２学期の補習・放課

後遊びの最終日は、１２月３日(金)となります。３学期の開始は、１月１１日(火)の予定です。 



◆ 図書室よりお知らせ  

図書室の本の貸出は１２月４日(土)までです。貸出期間は１週間です。１２月１１日(土)までに返却してくださ

い。返却期限は必ず守るようにご協力ください。 

◆ 学用品の持ち帰りについて  

 １２月４日(土)から、学用品等の荷物を持ち帰ります。持ち帰るものは、担任からの指示に従ってください。大

きく丈夫な袋があると便利ですので、必要に応じてご用意ください。 

◆ 不要になったキーボードの寄付のお願い  

 音楽発表会ならびに音楽の授業でキーボードを使用したいと考えております。ご家庭で使用していないキーボー

ド(音が出るものに限る)がございましたら、ご寄付をお願いできればと思います。締め切りを１２月１１日(土)と

させていただきます。その際は、音楽科の山崎宛にご連絡くださいますようお願い申し上げます。また、音楽発表

会の詳細につきましては、後日お知らせいたします。 

◆ 安全対策として  

 安全対策の面から、許可なく校舎内に入ったり、児童に話しかけたりすることは控えていただきたいと思います。

ご用事がある場合は、必ず事務室にお立ち寄りください。ご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

◆ マリアブティックからのお知らせ  

 制服はご注文からお渡しまで１ヶ月ほどかかります。余裕をもってご注文ください。また、サイズ、数量も忘れ

ずにご記入ください。サイズに不安のある場合は来店し試着されるか、ブティックまでご連絡ください。なお、お

小遣い口座が残高不足ですと納品できませんのでご了承ください。 

また、１２月４日(土)は新１年生制服採寸の為、休業します。 

◆ クリスマスミサ・終業式について／献金にご協力ください  

 １２月１８日(土)にクリスマスミサ・終業式を実施する予定です。 

今年もミサを通して、カトリックにおけるクリスマスの意味を学び、感謝と喜びを共に分かち合いたいと思いま

す。コロナ禍のため、第１学年と第６学年の参加希望の保護者と、児童、教職員だけで御ミサに預かります。 

当日は、通常と下校時刻が異なりますので、ご注意ください。下校方法が通常と異なる場合は、必ず担任までお

知らせください。 

日 時 ： １２月１８日 （土） ９：３０ ～ １１：００ 

場 所 ： 暁星国際学園 第二体育館 

当日のスケジュール ： 

時     間 内           容 

8:25 
8:25 ～  9:10 
9:10 ～   
9:30 ～ 11:00 

11:10 ～ 
12：00 

登校完了 
ショートホームルーム・読書 
体育館に移動 
クリスマスミサ・終業式 
ホームルーム・給食 
スクールバス発車、下校 

また、クリスマスに向け、１１月２９日(月)より職員室前クリスマスツリーの前に献金箱を設置します。献金は

カトリック中央協議会カリタスジャパンへ寄付いたします。ミサの手紙と一緒に配布しました封筒をご利用くださ

い（糊付けもお願いします）。ご協力よろしくお願いいたします。 



◆ オンライン授業について  

 教室の児童とオンライン上の児童との両方に集中することは、教員にとって大きな負担となります。ご家庭の都

合によるオンライン配信のご希望は、ご遠慮くださるよう、お願いいたします。 

 

◆ １２月の予定   

 
行       事 

スクールバ

ス 

発車時間 

補習／ 

放課後 

1日(水) 

委員会活動（５年生以上） 

６年生学内判定試験（特進・進学:国、算/インター:国、Math） 

クリスマス献金開始 

15:35 － 

2日(木)  14:45 ○ 

3日(金) 補習・放課後遊び最終日 14:45 ○ 

4日(土) 
図書貸出最終日 

転編入試験／新１年生制服採寸 場所：クラブハウス） 
13:55 － 

5日(日) 休校   

6日(月) 情報授業の日（３年生以上Ａ組） 14:45 － 

7日(火)                          14:45 － 

8日(水) クラブ活動最終日（４年生以上） 15:35 － 

9日(木)  14:45 － 

10日(金)  14:45 － 

11日(土) マラソン大会／図書返却最終日 13:55 － 

12日(日) 休校   

13日(月) マラソン大会予備日／情報授業の日（３年生以上Ｂ組） 14:45 － 

14日(火)  14:45 － 

15日(水) 委員会活動最終日（５年生以上） 15:35 － 

16日(木)  14:45 － 

17日(金) 大掃除(５・６校時／体操服・ぞうきん持参) 14:45 － 

18日(土) クリスマスミサ・終業式    ※給食後下校(サブバック登校可) 12:00 － 

19日(日) 
冬季休暇 

２０２１年１２月１９日(日)から２０２２年１月６日(木)まで 
  

1月7日 

（金） 

３学期 始業式 

※通常授業・通常登下校 
14:45 － 

備考 

※2学期の補習・放課後遊びの最終日は12月3日(金)です。 

※12月18日(土)は12：00下校です。通常の下校時刻と異なりますのでご注意くだ

さい。 

※3学期の補習・放課後遊びは1月11日(火)に開始する予定です。 

 

 


