
 

 

 

 

 

 

あめのきさき 
 

今日、皆さんにロザリオを渡しました。ロザリオというのは、マリア様のシンボルです。マリア様にお祈りをす

るロザリオを教わっています。 

私は９６歳まで生きてきました。神様が長い命を与えてくださいました。今まで、楽しいことがありました。苦

しいことがありました。いろいろなことがあったけれど、私は神様にお祈りすることを教えていただきましたから、

いつもお祈りしています。そして、ロザリオを唱えます。青く清い空、美しい緑の世界、あおばわかばの緑の中に

動物たちがいる、鳥たちがさえずる、そして子どもたちが元気に過ごすことができる。これは神様のお恵みです。

ここに学校があって、微笑みながら、子どもたちと共に一緒に過ごすことができる。神様は私たちを守ってくださ

る。これからもずっと守ってくださるようにマリア様にお祈りを続けます。 

そして、もうひとつ。今、テレビをつけるとウクライナでの戦争の話を聞きます。皆さんと同じくらいの子ども

たちが、ロシアの軍隊によって殺されています。悲しいことです。ローマ法王はいつも言います。戦争は何もいい

ことはない。一つもいいことはない。知恵と心を与えられた人間が、どうして戦争をし、殺し合ったり奪い合った

りするのか。 

マリア様は平和の元后です。マリア様にお祈りをしてください。私たちを助けてください。早く戦争が終わって、

地球上に平和と喜びを与えてくださいと。 

（2022年5月24日 聖母祭にて） 
 
 
 

◇ 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ろう。』 “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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◆  陸上競技記録会に参加しました  

１８日(水)木更津・袖ヶ浦支部陸上競技記録会が開催され、１２名の児童が本校の代表として参加しました。 

雨が続く中で、満足に練習ができない状況でしたが、児童は全力で取り組みました。競技以外の行動面では、他

の学校の児童から学ぶことができる良い経験となりました。 

◆  第５学年野外体験活動実施  

２０日(金)５年生は林間学校の代替え行事として、マザー牧場で野外体験活動を行いました。校外での集団行動

で得た気づきを、通常の学校生活に生かせるよう今後も指導を重ねていきます。 

◆ 聖母祭  

２４日(火)聖母祭を行いました。５月は聖母マリアの月です。日頃、朝の放送で、宗教委員が聖書朗読と朝のお

祈りをしていますが、聖母祭の９日前から、いつもの朝のお祈りではなく聖母マリアの５つの徳を振り返るお祈り

をして聖母祭に備えてきました。そして、当日、音楽クラブの演奏に合わせて聖歌を歌いながら、マリア様にバラ

の花束を捧げ、ロザリオのお祈りをしました。 

児童たちが奉納した各クラスのお祈りカードには、ロシアとウクライナの戦争終結を願う言葉が多く書かれてい

ました。聖母マリアのファティマでの御出現のとき、マリア様は人々にロザリオの祈りをするよう勧められました。

それから、間もなく、第一次大戦が終結しました。家庭でもロザリオの祈りを続けてほしいと思います。 

ミニロザリオを失くしてしまった場合には、女子パウロ会のオンラインショップで購入することができます。購

入後、学校に持ってきていただければ、御ミサの時に聖具の祝別をして、お返しします。 

◆  英語検定について  

 本日(２７日(金))英語検定を実施しました。今回の受検者数は、９８名でした。一次、二次の合否通知および二

次の受験票は、英語検定協会から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２８日(火)です。

二次試験実施日は、７月３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１９日(火)です。 

引き続き、火曜日と木曜日に２級・準２級向け英検対策補習を行いますので、可能な方はご参加ください。 

◆ 日本語検定について  

 年間行事予定で、１学期実施と記していましたが、事情により２学期に変更します。受検日は１１月１１日(金)

です。 

◆ ６月１日(水)から夏服に衣替えです  

 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。 

◆ ２学年合同遠足について  

 ６月８日(水)２学年合同遠足に行きます。行先は以下の通りです。詳細は明日配布のお便りをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 



◆ 保護者個別面談週間が始まります  

 ６月１８日(土)から保護者個別面談週間が始まります。希望調査の締切は５月３０日(月)です。 

 来校の際は、以下の内容をご承知おきください。 

 ・スリッパを持参してください。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。場合によっては面談室・特別教室を使用します。 

・面談で来校の際は、玄関の面談用受付簿に名前を記入後、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)・授業参観のお知らせ／後援会役員について  

 ６月２５日(土)に予定している後援会総会は中止になりました。小学校では授業参観のみを実施します。詳細は

後日配布のお便りをご確認ください。また、後日、後援会からの手紙と資料も児童に配布します。お手元に届きま

したら、内容のご確認をお願いします。 

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名の方にお願いしております。学校からの要請

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。 

◆  下校時刻をご確認ください  

 ６月は、中高の中間休暇や個別面談週間などで、下校時刻の変更や補習・放課後遊びの中止があります。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します。 

 雨天時、放課後遊びはありません。急な雨で中止になる可能性がありますので、その際の下校方法についてもご

確認ください。 

◆ 学力テストの結果の配布について  

本日、２年生から６年生が４月に実施した学力テストの結果を配布しました。 

テストは、昨年度の学習範囲の学力を調べたものです。例年であれば、年度末に実施し、３学期の通知表に同封

して渡すものです。よって、昨年度の通知表に入れてご自宅でお持ちいただくよう、お願いします。 

◆  学校から割り当てた児童のメールアドレスについて  

学校から児童一人ひとりに割り当てたメールアドレス（ドメインにgisを含むもの）は、在籍中継続して使用し

ます。オンライン授業や担任からの連絡等で使用しますので、Zoomやメールソフトへの登録をお願いします。 

◆  聖マリアブティックからお知らせ  

中高の中間休暇に合わせ、６月１１日(土)から１５日(水)まで休業します。学用品等注文の際はご注意ください。  

◆ 児童募集のため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、事務室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。 

 

 

 

 

 



◆ ６月の予定  

 
行       事 

スクールバス

発車時間 

補習／

放課後 

1日(水) 

衣替え 

委員会活動の日(５年生以上) 

全校朝礼 

15:35 － 

2日(木)  14:45 ○ 

3日(金)  14:45 ○ 

4日(土)  13:55 － 

5日(日) 休校   

6日(月) 情報授業の日(３年生以上Ｂ組) 14:45 － 

7日(火)  14:45 ○ 

8日(水) ２学年合同遠足 15:35 － 

9日(木)  14:45 ○ 

10日(金)  14:45 ○ 

11日(土) 日本語検定→１１月１１日(金)に延期 13:55 － 

12日(日) 休校   

13日(月) 情報授業の日(３年生以上Ａ組) 14:45 － 

14日(火)  14:45 － 

15日(水) 休校＜千葉県民の日＞   

16日(木)  14:45 ○ 

17日(金) 漢字検定① 14:45 ○ 

18日(土) 保護者個別面談週間開始(７月２日まで)    ※給食後、一斉下校 13:00 － 

19日(日) 休校   

20日(月) 情報授業の日(３年生以上Ｂ組) 14:45 － 

21日(火)  14:45 － 

22日(水) クラブ活動の日(４年生以上) 15:35 － 

23日(木)  14:45 － 

24日(金)  14:45 － 

25日(土) 
授業参観（３限－１・３・５年生、４限－２・４・６年生） 

※給食後、一斉下校 
13:00 － 

26日(日) 休校   

27日(月) 情報授業の日(３年生以上Ａ組) 14:45 － 

28日(火)  14:45 － 

29日(水) 委員会活動の日(５年生以上) 15:35 － 

30日(木)  14:45 － 

備 考 
※中高中間休暇(11日～15日)と個別面談週間(18日～7月2日)は、補習・放課後遊びを実施しま

せん。 

※面談週間中の土曜日の下校時刻が通常と異なります。ご注意ください。 

 


